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    委  員  鯰 江   満 君     委  員  杉 田 一 男 君 

    委  員  池 田   望 君 

───────────────────────────────────────────────── 

委員外出席議員（１名） 

    議  長  佐々木 幸 美 君 

───────────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 セーボレー 孝 君 書 記 菊 池 ひろみ 君 
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議事日程 

  日程第１ 委員長互選について 

  日程第２ 副委員長互選について 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（佐々木幸美君） ただいまから平成24年度予算特別委員会を開会いたします。 

（午後５時１５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎座長着席 

○議長（佐々木幸美君） 本日は、正副委員長互選のために委員会を招集いたしました。 

  委員会条例第９条第２項の規定により、年長委員が委員長互選の職務を行うことになって

おります。 

  稲垣 勇君が年長委員でございますので、委員長互選のための職務をお願いいたします。 

  稲垣 勇委員、座長席にお着きください。 

（座長着席） 

○座長（稲垣 勇君） ただいま議長から指名いただきまして、年長ゆえをもって、暫時座長

を務めさせていただきます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎委員長互選 

○座長（稲垣 勇君） ただいまから委員長の互選を行います。 

  その方法についてお諮りします。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 指名推選の方法によることを提案します。 

○座長（稲垣 勇君） ただいまのご意見にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○座長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

  それでは、だれか指名してください。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 早速、指名いたしたいと思います。 

  私、委員長には稲垣 勇議員を推薦いたします。 

○座長（稲垣 勇君） ただいま杉田一男委員から私を指名されましたけれども、よろしいで

しょうか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○座長（稲垣 勇君） 委員長には、稲垣 勇、私が皆さんから推薦を受けましたので、これ

を認めていきたいと思います。異議なしと認めてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○座長（稲垣 勇君） それでは、委員長には私が。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎委員長挨拶 

○委員長（稲垣 勇君） それでは、私が委員長に当選しましたので、微力ではございますが、

委員長を務めさせていただきます。委員会が開かれましたら、皆さんのご協力、よろしく

お願いします。（拍手） 

（座長交代、委員長着席） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎副委員長互選 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまから副委員長の互選を行います。 

  その方法についてお諮りします。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 委員長の指名推選という形をとっていただきたいと思い、直ちに指名

していただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまの意見にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、副委員長には片股敬昌委員を指名します。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、副委員長には片股敬昌委員が当選されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎副委員長挨拶 

○委員長（稲垣 勇君） 片股敬昌副委員長より就任の挨拶をお願いします。 

○副委員長（片股敬昌君） 微力でございますけれども、稲垣 勇委員長を補佐して頑張りま

す。よろしくお願いいたします。（拍手） 

○委員長（稲垣 勇君） よろしくお願いします。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎資料請求について 

○委員長（稲垣 勇君） 本委員会の審議のため資料要求をしたいと思いますが、その内容に

ついては、正副委員長に一任していただけますか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、資料請求は正副委員長に一任されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○委員長（稲垣 勇君） お諮りします。 

  本日の日程はすべて終了しましたので、本日はこれにて散会したいと思いますが、これに

ご異議はありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。 

  次回は、３月21日午前10時より会議を開きます。よろしくお願いします。 

（午後５時１９分） 



－７－ 

平成２４年度予算特別委員会速記録 

 

平成２４年３月２１日（水曜日）午前１０時開議 

 

出席委員（７名） 

    委 員 長  稲 垣   勇 君     副委員長  片 股 敬 昌 君 

    委  員  高 橋 研 史 君     委  員  一 木 重 夫 君 

    委  員  鯰 江   満 君     委  員  杉 田 一 男 君 

    委  員  池 田   望 君 

───────────────────────────────────────────────── 

委員外出席議員（１名） 

    議  長  佐々木 幸 美 君 

───────────────────────────────────────────────── 

出席説明員 

村 長 森 下 一 男 君 副 村 長 石 田 和 彦 君 

教 育 長 伊 藤 直 樹 君 総 務 課 長 箭 内 浩 彌 君 

総務課副参事 鈴 木 敏 之 君 総 務 課 企 画 
政策室副参事 

柴 垣 佳 久 君 

財 政 課 長 今 野   満 君 村 民 課 長 斎 藤   実 君 

村民課副参事 村 井 達 人 君 医 療 課 長 樋 口   博 君 

産業観光課長 渋 谷 正 昭 君 建設水道課長 増 山 一 清 君 

建 設 水 道 課 
副 参 事 

篠 田 千鶴男 君 母 島 支 所 長 江 尻 康 弘 君 

出 納 課 長 菊 池 元 弘 君 教 育 課 長 佐々木 英 樹 君 

───────────────────────────────────────────────── 

欠席説明員 

総 務 課 企 画 
政 策 室 長 

湯 村 義 夫 君   

───────────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 セーボレー 孝 君 書 記 菊 池 ひろみ 君 



－８－ 

議事日程 

  日程第１ 説明員の出欠報告 

  日程第２ 審議方法・説明・決定 

  日程第３ 村長発言 

  日程第４ 委員会要求資料の内容説明 

  日程第５ 質疑 
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◎開議の宣告 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまから平成24年度予算特別委員会を開会します。 

  本日は、一木委員が午前中の会議を欠席する旨、届け出がありました。 

  なお、出席委員は定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前１０時） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○委員長（稲垣 勇君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎説明員の出欠報告 

○委員長（稲垣 勇君） 初めに、説明員の出欠について、事務局長に報告させます。 

○事務局長（セーボレー孝君） ご報告します。 

  ３月13日付で村長及び教育長より説明員出席者の通知があり、総務課企画政策室長、湯村

義夫君が欠席のほか、全員が出席とのことでございます。 

  以上です。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎審議方法・説明・決定 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、本日の審議方法について、事務局長に説明させます。 

○事務局長（セーボレー孝君） お手元に配付の審議予定表をご覧ください。 

  ４番ですけれども、この審議方法の説明の後、村長の発言があります。次に、５番でござ

います。委員会から要求をしました資料の内容説明があります。次に、６番、平成24年度

小笠原村各会計予算（案）を一括して審議します。まず、一般会計歳入予算（案）の質疑、

次に一般会計歳出予算（案）の質疑を議会費から予備費まで順次行います。次に、国民健

康保険特別会計歳入歳出予算（案）から後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算（案）まで

の質疑を順次行った後、保留回答がありましたら、その答弁をいただきます。 

  説明は以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまの説明のように審議を進めていきたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、審議方法についてはただいまの説明のとおりと決
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定いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎村長発言 

○委員長（稲垣 勇君） ここで、村長より発言を求められておりますので、これを許します。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 発言の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  当委員会でご審議をいただきます平成24年度各会計の予算（案）でございますが、国の制

度や予算が不確かな中の状況ではございますが、当村においては昨年同様、取り組むべき

行政課題を的確に把握し、村の振興、発展と住民の福祉の向上のために最大限の努力を払

っていかなければならないという考えのもとに、第３次小笠原村総合計画及び小笠原諸島

振興開発計画に基づく事業を中心としながらも、新たな行政課題にも対応するとともに、

従来からの懸案事項については着実に事業を進める予算としています。 

  また、厳しい経済状況への対応のため、引き続き事務事業の見直しを進め、安定した財政

構造への転換を進めてまいります。 

  歳入面におきましては、新たな財源としまして平成23年度から特定防衛施設周辺整備調整

交付金をいただけることとなり、大きな成果となりましたが、そのほかふるさと寄附の募

集開始、排水使用料などの見直しを進めるなど、収入増の努力を継続してまいります。 

  歳出面におきましては、各事業にわたり経常経費の抑制を図った結果、今年度は多くの科

目において前年度予算を下回る予算額となっております。 

  この本委員会の中でのご審議におきまして、議論闊達にご審議をいただきまして、承認を

いただけますようよろしくお願いを申し上げます。 

  発言の機会をいただきまして、ありがとうございました。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長の発言は終わりました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎委員会要求資料の内容説明 

○委員長（稲垣 勇君） これより、平成24年度小笠原村各会計予算（案）の審議を行います。 

  各会計を一括して審議いたします。 

  初めに、本委員会で要求しました資料の内容について、執行部からの説明を求めます。 

  まず、小笠原村総合計画平成24年度実施計画についての説明を求めます。 

  総務課長、箭内君。 
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○総務課長（箭内浩彌君） ご説明いたします。 

  事前にお配りしました事前資料のほうをお願いします。 

  １ページが、第３次小笠原村総合計画実施計画、平成24年度から平成25年度です。 

  すみませんが、２ページ目をお願いいたします。 

  まず初めでございますけれども、小笠原村では、平成16年度を初年度とする第３次小笠原

村総合計画を策定してございます。第３次小笠原村総合計画は、平成15年度に地方自治法

第２条第４項の規定に基づき作成された基本構想それと基本計画からなっており、基本構

想ではむらづくりの将来像を設定し、基本計画では、この将来像実現のための具体的な事

業計画を示しております。 

  現在、基本計画は後半に入っており、平成25年度までの後期５ヵ年基本計画の計画期間内

でございます。本計画も残り２年となってございます。 

  この基本構想・基本計画をより具体的に、また実現性のあるものとするため、３年を基本

単位とした実施計画を策定し、毎年見直しを図りつつ、施策の展開を行っております。 

  計画内容でございますけれども、（１）では計画策定の方針でございます。本計画の策定

にあたりましては、村の財政事情、事業の重要性・緊急性を勘案しながら、事業内容につ

いて検討してございます。また、各事業は基本計画で掲げました各節の基本方針を具体化

したものについて列記し、これらの事業推進に必要な経費を事業量として計上してござい

ます。 

  次に、（２）では計画の構成でございます。実施計画の構成につきましては、各章・各節

では基本計画の章立てに準じており、平成24年度から平成25年度までの事業計画額を計上

してございます。 

  なお、先ほど３年を基本単位と申し上げましたが、平成26年度は計画期間から外れるため

に除外してございます。また、あくまでも各項目の経費であり、経常的な経費は含んでお

りませんので、予算総額と一致するものではございません。 

  次に、３ページをお開き願います。 

  先ほど説明しましたように実施計画は章と節で区分し、全体計画とこれまでの実績及び平

成24年度から平成25年度の年次計画で整理させていただいています。 

  内容詳細につきましては説明を省略させていただき、恐れ入りますけれども、最後の８ペ

ージをお開き願います。 

  ８ページの一番最後でございますが、事業実施計画の合計を出してございます。平成24年
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度から平成25年度の全体の計画について説明させていただきますと、平成24年度の予算額

は19億7,397万9,000円、平成25年度では23億583万2,000円となってございます。平成25年

度の主な増額要因としましては、第２章、「快適に暮らせる村」の上下水道整備の部分の

扇浦浄水場の移転に係る事業費が増えていることが挙げられるかと思います。 

  雑駁でございますけれども、第３次小笠原村総合計画の実施計画の説明は以上でございま

す。 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、平成24年度小笠原諸島振興開発事業関係予算概要についての

説明を求めます。 

  総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 続きまして、平成24年度小笠原諸島振興開発事業実施計画につい

てご説明いたします。 

  ９ページをお願いいたします。 

  この資料でございますが、昨年の12月に財務省から内示があった小笠原諸島関連予算でご

ざいます。上段にある小笠原諸島振興開発事業費補助というのがいわゆるハード事業でご

ざいまして、平成24年度の内示額が15億4,200万円、対前年度比1.24倍でございます。下段

の小笠原諸島の振興開発に必要な経費というのがいわゆるソフト事業でございまして、内

示額は１億1,100万円で、対前年度比0.94倍となってございます。ここにある金額はすべて

国費ベースでございますので、また東京都の事業費も含んだ数字となってございます。 

  厳しい国家財政の折でございますが、ハード事業では対前年度比２割以上の増額の予算を

確保したところでございます。また、平成24年度の予算の中の復旧・復興額でございます

が、東日本大震災からの復興の基本方針に基づく復旧・復興対策予算ということで、政府

が別枠で財源を確保し、今後の災害への備えとなる事業の対象となる特別枠の予算が設立

されてございます。父島の浄水場の移転につきましては、津波対策という位置づけから特

別枠の対象となり、この枠で予算計上が可能となりました。 

  次に、10ページをお願いいたします。10ページについてご説明いたします。 

  この資料は、９ページの資料のうち、小笠原諸島全体の事業のうち小笠原村事業のみを挙

げたものでございます。 

  まず、ハード事業でございますか、小笠原諸島振興開発事業費補助では、平成24年度の実

施計画額は事業費で９億5,126万7,000円と、対前年度比で約６億円強の増額、伸び率とし

ましては3.02倍、国費ベースとしましては2.91倍となってございます。これは扇浦浄水場



－１３－ 

の移転及び父島、母島両診療所の機器の整備が主な増額の要因でございます。 

  次に、個別事業につきまして、事業費ベースを基本にご説明いたします。 

  まず、先ほど申し上げました復旧・復興枠の特別枠で、事業名としましては簡易水道事業、

事業内容といたしましては父島浄水場の第１期工事を計上してございます。実施計画額と

しましては、総額で５億8,813万4,000円でございます。 

  次に、産業基盤施設等整備費補助の観光交流施設でございます。実施計画額が4,026万

8,000円で新規事業でございます。事業内容といたしましては、保育園裏の奥村遊歩道（兼

避難路）の整備でございます。 

  次に、生活基盤施設等整備費補助の村道整備でございますが、実施計画額が2,187万5,000

円と、対前年度比の伸び率は0.31倍となっております。事業内容としましては、コペペ線

の村道改良工事及び宮之浜線の災害防除工事でございます。 

  次に、簡易水道でございます。実施計画額が１億1,045万8,000円と、対前年度比では0.49

倍となってございます。これは浄水場移転を除いた数字となっております。事業内容とし

ましては、導送配水管の新設、母島沖村浄水場の建て替えに伴う経費でございます。 

  次に、し尿処理施設でございます。実施計画額が5,975万4,000円と、対前年度比の伸び率

は3.93倍となってございます。事業内容といたしましては、父島の人孔更生と母島の沖村

ポンプ場の発電機整備改良でございます。 

  次に、浄化槽施設でございます。実施計画額が525万円と、対前年度比の伸び率は1.03倍

でございます。事業内容といたしましては、扇浦、小曲地区への浄化槽の設置を予定して

ございます。 

  次に、診療所建物でございます。実施計画額が１億2,552万8,000円で、新規事業でござい

ます。事業内容としましては、父島、母島両診療所のＣＴ装置の更新、母島診療所Ｘ線装

置の更新でございます。 

  以上がハード事業の小笠原諸島振興開発事業費補助でございます。 

  次に、ソフト事業でございますが、小笠原諸島振興開発費補助金の診療所運営費でござい

ます。実施計画額が事業費で２億2,043万8,000円、国費が8,827万1,000円でございます。

伸び率は事業費で1.12倍でございますが、国費のほうでは0.90倍でございます。これは予

算の都合上、国費が抑えられているということでございます。事業内容としましては、父

島、母島両診療所の管理運営費及び医療器材の整備でございます。 

  平成24年度の小笠原諸島振興開発事業実施計画に関する説明は以上でございます。 



－１４－ 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、財政援助団体一覧についての説明を求めます。 

  財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） それでは、平成24年度財政援助団体補助金内訳について説明をさ

せていただきます。 

  資料の11ページをお開きください。 

  各費目ごとに整理をしてございますので、順番に、補助団体名、補助事業名、平成24年度

の予算計上額の順番で説明をさせていただきます。 

  まず、総務費でございます。 

  財団法人小笠原協会、財団法人小笠原協会事業運営費補助、450万円、継続でございます。 

  次に、小笠原防犯協会、小笠原防犯協会事業費補助、７万円、継続でございます。 

  次に、小笠原村交通安全協会、小笠原村交通安全協会事業費補助、７万円、継続でござい

ます。 

  次に、父島婦人会、母島婦人会でございますが、平成24年度につきましては両婦人会とも

補助金の交付を辞退をされておりますので、平成24年度予算計上をしておりません。 

  次に、返還40周年実行委員会につきましては、40周年の事業は既に終了しておりますので、

計上はございません。 

  次に、母島返還記念祭実行委員会、母島返還記念祭実行委員会運営費補助、72万円、継続

でございます。 

  次に、父島返還記念祭実行委員会、父島返還記念祭実行委員会運営費補助、50万円、継続

でございます。 

  次に、硫黄島関係者の集いの会、硫黄島関係者の集いの会事業費補助、95万円、継続でご

ざいます。 

  総務費の合計が681万円でございます。 

  12ページをお開きください。 

  民生費でございます。 

  社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、小笠原村社会福祉協議会運営費補助、3,823万

9,000円、継続でございます。 

  次に、小笠原村民生委員・児童委員協議会、小笠原村民生委員・児童委員協議会補助、69

万8,000円、継続でございます。 

  次に、第一東京弁護士会、無料法律相談事業費補助、19万2,000円、継続でございます。 
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  次に、父島クラブ、小笠原村老人クラブ運営費補助、27万4,000円、継続でございます。 

  次に、母島クラブ、小笠原村老人クラブ運営費補助、27万4,000円、継続でございます。 

  次に、社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、高齢者ゲートボール大会参加費助成事業補

助、77万8,000円、継続でございます。 

  次に、社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、ホームヘルパー養成補助については、事業

が終了しておりますので、計上はございません。 

  次に、社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、夏季等子育て支援事業費補助、177万2,000

円、継続でございます。 

  民生費の合計が4,222万7,000円でございます。 

  13ページをお開きください。 

  農林水産業費でございます。 

  島しょ農業協同組合、農業振興事業、60万円、継続でございます。 

  次に、島しょ農業協同組合、農産物生産・販売促進事業補助、150万円、継続でございま

す。 

  次に、小笠原島漁業協同組合、増殖用種苗生産事業補助、281万5,000円、継続でございま

す。 

  次に、小笠原島漁業協同組合、水産物生産・販売促進事業補助、150万円、継続でござい

ます。 

  次に、小笠原母島漁業協同組合、水産物生産・販売促進事業補助、150万円、継続でござ

います。 

  次に、小笠原母島漁業協同組合、漁業振興事業、50万円、継続でございます。 

  次に、小笠原母島漁業協同組合、漁業振興事業、365万円、継続でございます。 

  次に、父島漁業集落、母島漁業集落、離島漁業再生支援推進交付金、856万8,000円、継続

でございます。 

  次に、うみがめニュースレター編纂委員会、うみがめニュースレター編纂委員会運営費補

助につきましては、補助の終了ということで、計上はございません。 

  次に、特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー、アオウミガメ保護増殖事業

補助、1,040万円、継続でございます。 

  次に、小笠原島漁業協同組合、小笠原母島漁業協同組合、サメ被害防除対策事業補助、

225万円、継続でございます。 



－１６－ 

  次に、小笠原島漁業協同組合、水産業施設整備事業費補助については、今年度ございませ

ん。 

  農林水産業費の合計3,328万3,000円でございます。 

  14ページをお開きください。 

  商工費でございます。 

  小笠原村商工会、小笠原村商工会運営費補助、645万円、継続でございます。 

  次に、小笠原村観光協会、小笠原村観光協会運営費補助、1,847万3,000円、継続でござい

ます。 

  次に、小笠原母島観光協会、小笠原母島観光協会運営費補助、1,098万円、継続でござい

ます。 

  次に、小笠原ホエールウォッチング協会、小笠原ホエールウォッチング協会運営費補助、

935万7,000円、継続でございます。 

  次に、サマーフェスティバル実行委員会、サマーフェスティバル実行委員会事業費補助、

300万円、継続でございます。 

  次に、（仮称）小笠原展実行委員会、（仮称）小笠原展事業費補助については、事業終了

につき、計上はございません。 

  次に、島じまん実行委員会、島じまん事業費補助、310万円、新規でございます。これは

２年に１回行われる事業でございますので、そのような予算計上になっております。 

  商工費合計が5,136万円でございます。 

  その下、教育費でございます。 

  文化サークルネットワーク、文化団体振興補助、45万円、継続でございます。 

  小笠原村体育協会、小笠原体育協会振興補助（父島母島スポーツ交流事業）、117万円、

継続でございます。 

  次に、少年柔剣道親睦会、小笠原村内地遠征試合参加費助成事業補助、45万円、継続でご

ざいます。 

  教育費の合計が207万円。 

  すべて総合計が１億3,575万円でございます。 

  説明は以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、人件費補助団体補助金内訳についての説明を求めます。 

  財政課長、今野君。 
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○財政課長（今野 満君） 人件費補助団体補助金内訳でございます。 

  15ページをお開きください。 

  １番、社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、補助事業名、運営費、人件費2,317万3,000

円、事業費1,506万6,000円、合計3,823万9,000円。 

  ２番、特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー、補助事業名、運営費、人件

費659万円、事業費381万円、合計1,040万円。 

  ３番、小笠原村商工会、補助事業名、運営費、人件費415万円、事務費・運営費180万円、

事業費50万円、合計645万円。 

  ４番、小笠原村観光協会、補助事業名、運営費、人件費1,290万2,000円、事務費・運営費

229万1,000円、事業費328万円、合計1,847万3,000円。 

  ５番、小笠原母島観光協会、補助事業名、運営費、人件費592万4,000円、事務費・運営費

97万円、事業費408万6,000円、合計1,098万円。 

  ６番、小笠原ホエールウォッチング協会、補助事業名、運営費、人件費620万円、事務

費・運営費171万6,000円、事業費144万1,000円、合計935万7,000円。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、平成24年度新規事業一覧についての説明を求めます。 

  財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 16ページをお開きください。 

  平成24年度新規事業の一覧でございます。 

  原則として、50万円以上の事業を掲載してございます。また、振興開発事業は先ほど説明

がございましたので、振興開発事業については除外をさせていただいてあります。それぞ

れ担当の課、係別に記載をしておりますが、内容は多岐にわたりますので、説明について

は省略させていただきます。 

  16ページ、17ページ、18ページまで、３ページにわたり掲載してございますので、ご覧い

ただきたいと思います。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、平成24年度議会上程予定案件一覧についての説明を求めます。 

  財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 平成24年度議会上程予定案件一覧でございます。 

  19ページをお開きください。 
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  今のところ現在の予定ということで、事業名についても仮称で掲載をさせていただいてお

ります。上程予定につきましても、今のところの予定ということでご理解をお願いいたし

ます。 

  まず、Ｘ線装置一式の購入、上程予定、６月定例会。 

  次に、ＣＴ装置一式の購入、上程予定、６月定例会。 

  次に、電子内視鏡システムの購入、上程予定、６月定例会。 

  次に、消防ポンプ自動車の購入、上程予定、９月定例会。 

  次に、扇浦浄水場建設工事（土木）の関係ですが、上程予定としては５月の臨時議会をお

願いしたいと考えております。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、基地交付金推移表についての説明を求めます。 

  財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 20ページをお開きください。 

  小笠原村基地交付金の推移でございます。 

  平成24年度の予算につきましては、平成23年度の交付実績に基づきまして予算を計上させ

ていただいております。 

  助成交付金が9,714万9,000円、調整交付金が4,404万6,000円、合計１億4,119万5,000円で

ございます。これにつきましては、平成22年度までの実績に比べまして、1,000万円程度の

減額となっております。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、基金推移表についての説明を求めます。 

  財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 21ページをお開きください。 

  基金の推移でございます。 

  平成12年度末から平成23年度末までの表にしてございますが、多岐にわたりますので、平

成23年度末現在高だけ説明をさせていただきます。 

  財政調整基金６億5,300万851円。 

  減債基金３億7,438万5,276円。 

  公共施設等整備基金３億6,156万1,120円。 

  役場庁舎建設基金5,812万4,179円。 
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  災害対策基金１億1,134万626円。 

  土地開発基金6,257万5,386円。 

  社会福祉推進基金8,311万3,571円。 

  霊園基金1,701万6,461円。 

  産業振興基金9,044万6,597円。 

  22ページをお開きください。 

  観光振興基金3,221万3,339円。 

  進学助成基金973万8,625円。 

  農道維持管理基金430万円。 

  特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金4,583万2,000円。 

  情報通信基盤整備基金1,694万円。 

  簡易水道事業基金5,991万5,582円。 

  介護保険給付準備基金1,791万7,842円。 

  介護従事者処遇改善基金1,804円。 

  合計でございますが、19億9,842万3,259円でございます。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、村債発行額推移表についての説明を求めます。 

  財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） それでは、23ページをお開きください。 

  村債発行額の推移でございます。 

  平成24年度の村債発行額、予定額についてだけ説明をさせていただきます。 

  し尿処理施設、平成24年度の発行予定2,680万円。 

  診療所建物、診療所整備債でございます。4,860万円。 

  村道整備790万円。 

  一番下、臨時財政対策債１億1,050万円。 

  合計で１億9,380万円でございます。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、普通建設事業費推移表についての説明を求めます。 

  財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 24ページをお開きください。 
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  普通建設事業費、補助事業及び単独事業の推移表でございます。 

  平成24年度、一番下の欄でございます。補助事業費２億8,645万5,000円、単独事業費１億

4,572万4,000円、合計４億3,217万9,000円でございます。 

  ただし、普通会計ということでやっておりますので、こちらの事業には簡易水道事業会計

など、公営企業会計に属します事業については計上してございません。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（稲垣 勇君） 委員会要求資料についての説明は終わりました。 

  ただいまの資料についての質疑は、問題が全般にわたりますので、それぞれ該当する質疑

の部分でお願いします。 

  また、質疑に入る前に各委員にお願いがあります。質問する際は、あらかじめ予算説明書

なのか委員会要求資料なのかを明示の上、ページ数を述べて質問していただくようお願い

いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎平成２４年度小笠原村各会計予算案質疑 

○委員長（稲垣 勇君） これより質疑に入ります。 

  初めに、一般会計予算（案）から行います。 

  まず、歳入について、お手元の予算説明書のうち26ページから36ページまでです。 

  一般会計歳入について質疑のある委員は挙手をしてください。26ページから36ページです。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 26ページからお願いいたします。 

  まず、村民税の個人分が、これは減額されているのですが、これはどういう理由で。今、

人口も増えていますし、そんなに大きく変動があるような気がしませんが、この見積もり

はどういうことなんでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） ただいまの質問、村民税の個人の分でございますが、村民税個人

の計算につきましては、平成23年度の課税額の実績をもとにして算出をしております。そ

の関係で、平成24年度についての予測というのはまだちょっとなかなか難しいということ

で、平成23年度の課税実績に基づいて計算をしておりますが、特に個人の村民税につきま

しては、いわゆる一般の方、普通徴収の方とそれから特別徴収、サラリーマン、そこの中

には公務員も含まれますが、そういう方たちがございます。普通徴収の方は全体の中で大
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体15％を超すぐらいで、いわゆる特別徴収の方、こちらが84％ぐらいにもなるという状況

でございまして、実質的に平成23年度の徴収実績、課税実績に基づいて平成24年度の見込

み額を計算いたしますと、若干マイナスになるという形でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） そうすると、わかりやすく言うと、公務員の皆さんとかサラリーマン

の人たちが多いので、その部分の給与とかが減額されている部分の影響を受けて、個人住

民税が減ったというふうに解釈してよろしいですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） ちょっと単純ではないのですが、いわゆる特別徴収、サラリーマ

ンの方の金額、課税の実績についても、一応予測としては増えている部分もございます。

ただ、普通徴収、一般の徴収の方についての実績が減っているという。平成23年度の課税

の実績でございます。それは平成22年度中の収入に対してのものですので、その部分も含

めまして、課税の実績から判断をすると、平成24年度についても今のところは減るという

予測をしております。 

  ただし、概略の説明でも申し上げましたように、平成23年度につきましては観光客が大分

増えておりますので、その影響が今後、平成24年度の課税に影響するのではないかという

ことは考えておりますが、まだそこの部分についてはこの予算には反映させておりません。 

○委員長（稲垣 勇君） よろしいですか。 

  ほかはありませんか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 34ページの宅地造成事業の繰入金ですけれども、2,853万4,000円前年

度よりも増えていますけれども、この2,800万円の根拠をちょっと説明してください。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） これにつきましては宅地造成事業の関係でございます。扇浦の分

譲地がまだ14区画は売れ残っているということはございますが、毎年の予算の想定といた

しましては、そのうちの３区画が一応販売できるのではないかという想定のもとに予算を

計上させていただいております。 

  昨年度との違いにつきましては、区画の若干の違いということでご理解をいただきたいと

思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 
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○委員（杉田一男君） 歳入ということで2,800万円計上するのはいいのですけれども、前年

とほぼ……。前年よりも少し増えている。そして、前年の実績を見れば、販売どころか返

還もあったと。そういう中で、何でこんな甘い査定をするのですか。私はよく理解できま

せん。 

  今年度、この３区画を予定しているみたいですけれども、本当に販売が可能だと。可能だ

とすればどういう根拠があるか、説明してください。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 正直申しますと、３区画販売ができるという見込みはまだござい

ません。ただ、３月議会の中でも説明をさせていただきましたように、既に１区画につい

ては販売の契約を結ばさせていただいております。その関係の収入が、１区画分について

は平成24年度に収入されるという見込みは立っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 村長にお聞きしますけれども、歳入見込みを多く持つことはいいこと

だと思います。ただ、それに販売努力をしないで、ただ毎年上げているという感じを抱か

せてもまずいと私は思います。 

  私も一般質問で言っていますように、村長の決断のない限りは、この扇浦の宅地造成販売

事業は進まないと思っております。３月の一般質問、今定例会でも質問しましたけれども、

今こそ販売促進に向けてもうちょっと前向きな戦略をぜひ聞かせていただきたかったと。

毎年、はっきり言って売れていない販売実績に対して、それを踏襲するということ自体、

私はちょっとおかしいと思いますけれども、村長、今後この宅地造成の販売に関してどう

いう考えで進めていくつもりですか、お聞かせください。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 一般質問の中で杉田委員と質疑をいたしました。その際私は、今回は

既にお買い求めになった、もう事実住まわれている皆さんとの意見交換も事務方はやって

きております。そして、私自身は当初、お買い求めになった方々の条件と大きくは違わな

い形でこの販売については考えたいということで、杉田委員のほうからは平成24年度中に

きちっとしてもらいたいというご意見をいただいたわけですが、今までも私どもは販売に

対して努力をしてこなかったわけではございません。ただ、何度も申し上げますが、扇浦

につきましては今までの宅地の販売とは違った形態をとっていたということもございまし

て、なかなか諸般の事情から販売が進まなかったことはございます。その点については、
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今までの質疑の中で答弁をしているところでございます。 

  また、私になってから、一部はいわゆる法人にも販売ができるというようなこともいたし

てきましたし、今回につきましては、先ほどと重複になりますが、既に住んでいる住民の

皆様の意見も拝聴したところですから、この１年をかけて、次の販売をどうするかという

ことについてはきちっとさせていきたいと思います。 

  それから、毎年ここに計上してきているというのは、ただ単に売れる見込みがある、なし

ではなく、事務方は申しませんけれども、予算計上の財政上のこともあろうかと思います。

その辺はご理解をいただければと思うところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 一般質問でも、村長は平成24年度中に何とか前進させたいという答弁

もありました。計上するのは、それは当然、村の単費でつくった分譲地ですから、売る努

力をするのは当たり前。ただ、前年並みという部分は踏襲しなくてもいいと、私は思いま

す。やっぱり今年度にそういう努力をして、１区画でも２区画でも売れたと。売れた実績

に基づいてある程度査定してもらわないと、何が何でも３区画売るのだと、見込みだけで

やっていただくと、やはり販売努力も削がれるのではないかと思います。 

  この宅地分譲に関しては、村長が答弁したようにぜひ平成24年度中に前向きに進めていた

だきたいと思います。もう庁内でも多分この部分はいろいろ検討していると思います。あ

とは村長の決断だけだと思います。村長の決断を改めてお聞きします。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 販売のことだけに焦点が当てられますが、この扇浦の宅地造成に関し

ましては、この造成を行うときの諸般の事情がございます。私はそのときに議会におりま

して、その質疑に、議論に参加をしてきた立場でございますから、もちろん造ったものを

きちっと販売していかなければいけない、このことは杉田委員のおっしゃるとおりでござ

います。 

  私は、私の判断の中にそういう当時の事情も織りまぜた中での判断をしたいということで

ございますので、今回、一般質問の中でやりとりを、質疑をさせていただきました。平成

24年度中の結論をぜひとも見守っていただきたいと、よろしくお願いを申し上げるところ

でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  池田 望委員。 
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○委員（池田 望君） それでは、予算書の28ページ、国有提供施設等所在市町村助成交付金

について質問します。 

  資料のほうの20ページにも、この推移に対するグラフも出ております。12月の補正でもあ

りましたが、この助成交付金が当初の見積もりより1,000万円何がし減額されておりました。

それを踏襲して、今回この見積もりというか、予算だとは思いますけれども、この助成交

付金がなぜ減額されたのか、それについてご存じであれば教えていただきたいと。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） これにつきましては、議会の硫黄島調査特別委員会の中でも説明

をさせていただいたところですが、平成23年度の中で、財産の評価、防衛省としての建物

やあるいは土地の評価替えというのをそれまでは５年に１回行っていたところ、平成23年

度から毎年、評価替えを行うということになりました。それで、それまでの５年分の評価

の減価償却の部分が一遍に出てきている部分がございます。それによりまして、土地につ

いては余り変わらない部分があると思いますが、建物等の評価については相当落ちたとい

うところがございます。 

  小笠原村については、土地についても評価の方法が変わったことによって、若干、全体の

評価額が落ちたというようなところもございます。そのようなことを含めまして、小笠原

村だけではなくて、全国の町村、基地を抱えている町村について、この辺の評価替えによ

っていろいろ影響が出たと。東京都内の市町村においても、基地交付金が30％近く落ちた

というようなところもございます。そのような事情でございますので。 

  ただ、小笠原村は、そういう意味では財産の評価がかなり落ちた部分はありますが、その

割には交付される基地交付金の全体額については余り落ちていないというところでござい

ます。これはもちろん小笠原だけではなくて、全国的にいろいろその町村の事情に配慮す

るという部分を含めて調整をされた結果だと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 説明についてはわかりました。 

  そうすると、減価償却の分が減額されていくということになれば、これからだんだん下が

っていくというふうに考えるわけですが、そういうことなのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 基本的にはそういう考えになりますが、基地交付金の算定のやり
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方としましては、固定資産税含みといいますか、見合いというところの部分が全体の金額

のたしか７割だったと思うのですが、そのような計算で行われて、残り３割については、

先ほど言いましたように、それぞれの町村の事情によってある程度調整をしていくという

部分になると思います。 

  基地交付金の全国、日本全体の予算というものは、今は全く増えておりませんので、逆に

減っていないというところもございますので、それらをどのように配分するかというとこ

ろについては、いろいろ国のほうの調整も入るというふうに思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 小笠原村にとって、この交付金については大変ありがたいなという部

分もありますし、またこれが減っていくのは、これから村民の福祉に寄与するためにも、

とても大変だなという部分もあります。 

  先ほど財政課長が言われたように、３割の部分で何か調整の部分があるとするならば、７

割の部分はその算定基準でもう無理というのであるならば、その３割についてどう努力す

るかということも必要かと思うのですが、村長、この辺についてはどんな努力があるかと

いうことについてお示しいただけますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） この交付金の査定、まず第一は総務省でございまして、私どもとして

は、私と議長でまた東京都の担当と同行しまして、まず小笠原の事情をお話しして、なる

べく増やしていただくというお願いはしてきているところでございます。 

  それとは別に、日常的に、これは防衛省のほう、特に北関東防衛局の皆さんということに

なるのですが、小笠原、硫黄島が日本国の防衛に果たしている役割、存在意義、そういう

ものを私どもなりにお伝えをして、それに見合うだけのものを何とかお願いをしたいとい

う要望活動は、日々といいますか、行っているところでございます。 

  本当に自主財源としての中で大きなものでございますので、委員ご指摘のとおり、私ども

もそのように捉まえておりますし、何とかその制度の枠の中で、私たちに少しでも配慮を

いただけるような努力というのは今後も続けてまいりたいと、このように思っています。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） 予算説明書の34ページ、ふるさと寄附金、これは100万円計上してお

りますが、先日もたしか若干の説明を受けているかと思いますが、この根拠は。まだ初め
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て、これから行うわけですよね。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） ふるさと寄附金につきましては、平成24年度から行うという事業

といいますか、寄附でございます。正式には６月から開始をする予定でございますが、ど

の程度寄附をいただけるのかという見込みについては、正直言って、まだよくわかってお

りません。他の市町村等の実績等も見ながら、とりあえず歳入としましては控え目な形で

100万円の歳入予算を計上させていただいております。 

（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 今の28ページの、池田委員の関連でお聞きしますけれども、私たちこ

の前、防衛省の厚意によりまして南鳥島を視察させていただきましたけれども、この基地

関係で南鳥島の扱いは現実的にはどうなっていますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 今、資料が手元にないので、南鳥島が含まれていたかどうかにつ

いてははっきりお答えができないのですが、基本的に基地交付金の対象となるものという

のはかなり限定されております。米軍の施設は大体対象になると思いますが、自衛隊の施

設があったからといって、それがすべて対象になるわけではございませんので、南鳥島に

ついては後ほど調べまして、ご報告させていただきます。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 村長にお願いしておきますけれども、先ほど３割の部分で交渉し、も

うちょっと交付金が多くもらえるように努力をしていただきたいという話がありましたけ

れども、今の財政課長の話だと、航空自衛隊があっても、必ずしも基地とは言えないとい

う部分、それは一つの考えかもわかりませんけれども、少なくとも自衛隊員があそこに常

駐しているということは、素人考えですけれども、基地と考えざるを得ないと私は思いま

すけれども、今後このことを含めて、基地交付金の向上に向けてお話しする気はあるでし

ょうか、お聞かせください。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 先ほども答弁をさせていただきましたが、私どもの中で国の中に貢献

していると考えられるところは率直にお伝えをして、何とかそれが村の財政に反映される

よう努力を今後も続けます。 
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  これはほかの自治体も同じでございまして、総枠が減ってしまいますと、どうしてもなか

なか厳しいものもあるということではございますが、今いただいきましたように、私ども

は私どもの立場を小笠原村として今後も主張をし、要望をしてまいりたいと、このように

考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） もし後で気づかれた部分があれば、関連する再質問の部分で質問し

てください。 

  では次に、一般会計歳出について質疑を行います。 

  まず、議会費、総務費についての質疑に入ります。 

  お手元の予算説明書のうち37ページから43ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。37ページから43ページ。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） この38ページの遺骨収容事業経費6,000万円計上されています。車両

の更新とか、いろいろとあると思うのですけれども、内訳を細かく教えてくれますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 遺骨収容事業でございます。これにつきまして、平成23年度から

国のほう、政府のほうの特命チームにより大々的に行われるということで、昨年度より予

算を相当大幅に計上してございますが、昨年につきましては、東日本大震災ですとか硫黄

島の渇水の関係で、実際に遺骨収容作業が２回しかできなかったということで、補正で減

額をしてございます。 

  今回につきましては、まず委託料といたしまして、実際に厚生労働省のほうで開削調査と

いうものを全島で行う予定になってございますが、その中の一環といたしまして……。そ

れと、遺骨の収容作業が当初の予算上では毎月行えると。当初の予算予定ですと、厚生労

働省は毎月、月に10日で12回ほど遺骨収容作業を行うということでいました。それには、

村といたしましても、遺骨収容作業団といたしまして旧島民とともに参加するということ

で、その関係で、国のほうから遺骨収容に当たりまして、村のほうに重機による収容作業

というものが委託をされるという前提でございまして、その委託料といたしまして、今年

につきましては約4,300万円ほどを計上してございます。 

  それから、硫黄島のほうに旧島民の方が相当長期間行きますので、それに関する報償費
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等々を含めまして、今回約6,400万円程度の経費を計上してございます。ほとんどが委託料

ということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 片股副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 遺骨収容事業ですけれども、旧島民の方々にお話を伺いますと、

最後の一柱までという方がかなりいらっしゃいます。しかし、現実的に今の飛行場をすべ

てひっくり返すというわけにもいかないでしょうし、最後の一柱までやるというのはかな

り難しいのではないかと率直に思います。ですが、けじめをつけるときがいつか来ると思

うのですけれども、どの時点で最終といいますか、村長の今の考え方、率直な考えを聞か

せてください。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず、基本的に硫黄島の問題といいますか、課題に対しましては、硫

黄島が旧島民の皆さんの帰島が叶わないというところであるということから、旧島民の皆

様の思いに応えていくということが私の基本的な考え方でございます。 

  今ありました遺骨収容、遺骨の帰還の問題でございますが、遺骨の収容の数を年を追って

見ていただくとお気づきになると思うのですが、４年、５年、６年ぐらい前、ぐっと遺骨

収容の数が減ったことがございます。そのときに、そろそろ遺骨収容は概了していいので

はないかという議論が出たことがございます。これは全国の遺族会や硫黄島協会ですとか

いう中から、また国のほうからもそういうお話が出たことがありますが、当時から旧島民

の方は最後の一柱までというお気持ちは持っておられました。 

  現在の数字でほぼ４割ちょっとですね、５割もまだいかない、こういう状況でございます。

ここ２年を見ていただきますと、埋葬地の資料が米軍から出されたことによって、大幅に

収骨、帰還数が増えております。こういうことでございますので、現段階では、とにかく

一柱でも多くの方々にご帰還を願う努力をするということであります。 

  少なくとも旧島民の皆様の最後の一柱という思いは、私たちもそれを受けとめてやってい

きたいと。国のほうとも。67年ですか、たってからもこれだけの成果が出るということは、

これから今、お話に出ました滑走路下ですとか、そういうところは調査をしてみて、どう

いうふうなことが具体的に出てくるかわかりません。とにかくお一人でも多くご帰還を願

うように努力をすると、そういうことを現時点では私も考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかに。 
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  高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 39ページ、企画費の委員報酬、２番、自然管理専門委員についてお伺

いします。 

  条例改正では、月45万円、最高額の給与ということで、12カ月分ですと540万円、この予

算書を見ると622万円になっておりますけれども、82万円ほどのプラスは、金額はどのよう

な内容になっているでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 失礼いたしました。高橋委員の質問にお答えいたします。 

  月額の報酬額は決まっておりますが、そのほかの経費につきましては、社会保険料等の経

費を計上してございます。 

  具体的な経費は、すみません、ちょっと金額が、数字が小さ過ぎて読み終わりませんでし

たが、申し訳ありません。すみません、私、資料を持ってきたはずなのですが。 

  失礼しました。ちょっと数字を確かめまして、もう一度答弁させていただきます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） それでは、お伺いします。 

  この専門委員は公務員ということになるのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 一応、地方自治法に基づく特別職ということになります。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） ということは、地方公務員法が適用されるという解釈でいいのでしょ

うか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） はい、そのようでございます。 

  ただし、この専門委員の職務等につきましては、村のほうで規則を定めまして、その規則

の中で運用するということになってございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） もうその規則は定まっておりますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） まだ予算が認められておりませんので、現在、調整中でございま

す。 
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○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 先般、財政課長ともお話ししまして、人件費の財政的なことについて

は私は理解できました。では、この方に何をしていただくのか、もう一度具体的にご説明

をお願いいたします。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 先般、村長のほうからもお答え等をしてございますけれども、世

界自然遺産委員会の決議に外来種対策の継続が要請されている。今後とも国・東京都など

の関係機関と協力し、外来種対策等を継続して行っていくとともに、村内の自然環境の意

識の醸成ですとか啓発普及、ペットの適正管理等を行っていく必要がある。しかしながら、

世界自然遺産登録によりまして、自然環境保全を理由に村民生活の安全等に影響があって

はならない。特に航空路開設については村の悲願でありまして、この世界自然遺産と両立

し、達成していかなければならない課題でございます。そういうわけで、村内の自然環境

保全とともに、村民生活を守る公共工事ですとか航空路開設の必要性を理解してもらうた

めにも、自然環境の知識や経験が豊富な専門委員を選出すること、また具体的に言います

と、今後とも世界自然遺産につきましてはたくさんの課題がございますので、その課題を

解決するためには、村のその意思というものを強く押し出す必要があるということが今後

これ以上に求められますから、そういうことで専門委員のほうの設置を予定してございま

す。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） この方の雇用形態ですけれども、非常勤職員ということで、多分もう

退職なさった方とか、そういう方ということをお伺いしていますけれども、毎年契約とい

うか、雇用を更新していくのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） １年ごとに更新するということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） はい、わかりました。 

  村長にお伺いしたいのですけれども、組織を育てて仕事ができる人材を育てていく。一番

いいことは、この島の中で完結できる人事と島の中で解決できる人を育てていくというこ

とが組織にとっては大変大事だと思うのですけれども、今回、適用適材の人がいないとい

うことで、外からお願いするということですが、１年ごとに契約も更新するということで
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すけれども、今後どうなのでしょうか。この役場の組織の中で、やはり人を育てていかな

いと、こういう問題にはきちっと解決、対応できていかないと思うのですけれども、村長

のお考えを。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず、組織論から申し上げますと、組織は組織全体で考えなければな

らないということから、一般質問のときにもお答えをさせていただきましたが、当村は複

合施設を造りましたときに大幅に職員の増をお願いをし、その実現をいたしました。あれ

からまだ２年でございます。 

  当該のご質問のありましたものも含めて、これから１年をかけて、組織については今後10

年、20年先を見詰めた中で、組織の改正にはどうしたらいいかということは庁内で議論を

していくということを答弁させていただきました。 

  当該のことですが、そのような現状、置かれた中から、なかなか担当をつけることが難し

いというのが１つでございます。それから、専門的な知識を持った専門委員に来ていただ

くことによって、要するに庁内の人材の育成を図っていくということを考えております。 

  一つの例として、以前、徴収員のことを挙げさせていただきました。税の徴収の専門家を

お招きすることによって、私ども庁内の職員がそのことを学んで、着実に成長をしており

ます。今度の専門委員の方にもそのようなことを期待をしております。 

  また、質問にはございませんでしたが、いわゆる地方自治法上、１年間ずつということで

ございまして、私の在任期間中は、その方に私どもが期待することを実現していただくた

めに、私としては、今まだ私の中の胸のうちにはございますけれども、そういう方を毎年

更新をして頑張っていただきたいと、このように思っているところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） すみません、先ほど高橋委員からご質問ありました報酬以外の費

用の問題でございます。遅れましてすみません。 

  非常勤職員の方、今回の専門委員の方も同様でございますが、正規の職員とは社会保険等

の形態が異なります。それで、報酬以外に社会保険料、雇用保険料、労働保険料を計上さ

せていただいて、その合計額、科目としては共済費ということでございますが、82万円の

経費を計上しております。合わせまして622万円ということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 
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  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 39ページの世界自然遺産登録１周年記念シンポジウムということです

けれども、1,000万円近い費用をかけてやるのですけれども、どういうシンポジウムを計画

していますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） 昨年の６月に世界自然遺産に登録をされまして、

来年度、世界自然遺産１周年ということがありますと同時に、ユネスコの世界遺産条約が

発効して40周年ということで、記念すべき年でございます。 

  世界自然遺産になって１年ということで、いろいろ課題もあると思います。それらの課題

について、村民の方等が中心となりまして話し合っていただくようなシンポジウムと、あ

と既に登録になっている屋久島ですとか白神山地等から専門家の方々を呼んで、ほかの地

域の事例等を話し合っていただくと。 

  経費につきましては、シンポジウムに関しては500万円でございます。その委員の方の旅

費と、あとパンフレット等の印刷経費と、あと進行管理等の委託で、合計500万円というこ

とになっています。 

  以上ですが。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） これはいつごろを計画しているのですか。登録は６月29日でしたけれ

ども、丸１年以上たってからの計画をしているのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） 登録１年というと来年度の６月ですけれども、６

月はいろいろイベント等もありますので、１年たっていろいろ課題等を話し合うというこ

とがございますので、秋ぐらいに考えております。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 今、柴垣副参事が言ったように、いろいろと解決しなければいけない

諸問題がいっぱいある中でやるシンポジウムということですよね。ぜひそごを来さないよ

うな感じで進めていただきたいと、こう思います。 

  もう一つ、40ページの私が一番気になっている航空路開設に伴う調査費、今日は担当の湯

村企画政策室長は来ていませんけれども、これは今年度はどういうことを考えているのか、
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ちょっと聞かせてください。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 平成24年度ということでございますよね。 

  １つは、民生安定化懇談会ということで、今年度の秋からやってございますけれども、そ

れにつきまして、一応来年の６月まで継続して行うということを予定していますので、そ

の関係の民生安定化懇談会の事務局の経費として一応300万円ほど計上してございます。 

  それと、もう一つは、これも今年度と同じでございますけれども、航空路開設に向けたア

ドバイザーの業務委託ということで、これにつきまして約700万円ほど計上してございます。 

  来年度につきましては、委託料ということとして民生安定化懇談会の事務局費と、それか

ら航空路開設に向けたアドバイザーの委託経費ということで、一応２つほど計上してござ

います。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 今のもの、アドバイザー契約ということですけれども、アドバイザー

は何をするのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 内容でございますけれども、村民及び村民以外から航空路関連に

関しての聞き取りですとか、それから航空路関連の基本的な知識や情報の提供ということ

でございます。また、もう一点ございまして、東京都との情報交換会等におきます情報の

分析及び提供、それから航空路関連の最新情報の提供ということで、一応この３点を内容

としてございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 内容を聞くと、余り大した内容ではないと私は思います。はっきり言

って、毎年、慣例的に予算をつけて何かに使いましょうと、そういう感じを私は受けてし

まいます。 

  今、総務課長が言った話は、はっきり言って、ほとんどが今までにやってきた内容です。

改めて経費に計上してまでやることではないと私は思います。もうちょっと本当に実のあ

る調査委託を考えてください。1,000万円以上使ってその程度だということであれば、失礼

な言い方になりますけれども、私はそう考えざるを得ない。航空路調査という言葉を使え

ば何でも許される予算だと思ったら、私は違うと思うし、そういう意味では、毎年1,000万

円以上使って、もっと前向きな調査報告をしていただきたいと思います。そういう意味で、
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この調査費に関しては、今まで以上に議会に対して気を使いながら、ぜひ事前説明をして

いただきたいと、こう私は思っています。 

  これは小笠原空港開設・航路改善特別委員会があるから、そこでも言えますけれども、や

はり私は１年の一番大事な予算特別委員会で改めて執行部にお願いしておきます。執行部

で先走らないで、議会にもちゃんと事前調整をして、報告をしてほしいということに対し

て、総務課長、どうですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 今回提案している事業につきましては、２件とも一応今年度から

の継続事業ということでございます。一応新規事業につきましては、当然新たな調査等を

行う場合には、事前にじっくりと議員の皆さんと協議の上、実施したいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 杉田委員と同じ航空路のことでご質問をさせていただきますが、また

違った立場からでいいますと、何でこれは減額されているのだと、前年度並みでいいでは

ないかというのが私の考えです。これは、我々が必要としている空港を整備したいという

思いがこの予算に反映していないのがちょっと消極的だなと。これは委員会を司る身とし

ても大変残念なことだなと。だから、増額してくれと本当にお願いしたいです。 

  それと、今日の説明資料の中にありました総合計画の中でもちょっと感じるところがある

のですが、総合計画の第２章、「快適に暮らせる村」というところに航空路と入っており

ますが、我々は快適に暮らしたいから航空路が必要だと言っているわけではないのです。

これは本来だったら「安心して暮らせる村」、この位置付けのほうが正しいと思うのです。 

  村長、このことについて、予算のことについてはちょっと大きなことを言いましたが、そ

の位置付けという部分については私はこう思うのですが、これから総合計画の考え方の中

で、村長のご答弁をお願いします。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 申し訳ありませんというより、当時８年も前になります。そのときの

快適という中には、もちろんそういう意味合いも含まれておったわけですが、いよいよ来

年度、年が明けてから策定の準備作業から入らなければいけません。今、池田委員からご

指摘されたことを念頭に置きまして、策定に携わってまいりたいと思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） お２人の委員の後で、同じく40ページの航空路ですけれども、減額理
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由ですね、500万円ぐらい。 

  それで、実はそのすぐ上の海路アクセスが新規として643万円程度計上されていますが、

まずこの減らしたというか、その理由というか、何が必要なくなったのかということと……。 

○委員長（稲垣 勇君） 一つずつにしてください。 

○委員（鯰江 満君） じゃ、お願いします。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 航空路開設推進事業の調査費の関係でございます。これにつきま

しては財政課のほうで査定をした経緯がございますので、答弁をさせていただきます。 

  先ほど杉田委員からもご指摘ありましたように、航空路開設につきましては毎年度の予算

で枠として予算をとっておりました。その中で、実際にどういう内容の調査をするのかと

いうことについては、いろいろと議会のほうからも説明が遅いというようなご批判もござ

いました。新たなあるいは調査をするものについては、なるべく早く議会に対して説明を

するべきである、あるいは当初に予算を計上せずに補正予算で計上してもよろしいのでは

ないのかというようなご指摘もありましたので、今回につきましては、新規のものが出て

くれば、先ほど総務課長が答弁させていただきましたように、議会のほうにも十分にご説

明をし、予算を計上するという形をとらせていただくということで、財政課のほうではこ

のような査定をさせていただきました。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） そうですね、本当に村民の悲願のことですから、金額がそのまま、ま

た補正が必要ならば、そのときはそのときで議会のほうでもそれを精査いたしますので、

よろしくお願いします。 

  そのすぐ上の海路アクセス、新規の643万円です、これは当然おがさわら丸とははじま丸

ということになるかと思うのですが、どのようなことを考えているのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） これは特にははじま丸でございますけれども、航路改善計画にお

きましては平成28年度を目途に目指すということになってございます。具体的なものにつ

きまして、１つはその先進地視察といいますか、前回もははじま丸の更新の時に行いまし

たように、委員、関係者の皆様で一応先進地の視察を行いまして、よりよい船を目指すと

いうことでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 
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○委員（鯰江 満君） よろしくお願いをいたします。 

  それと、１ページ前の世界自然遺産の関係で、２番のネコ緊急捕獲事業費ということです

けれども、これ、緊急という言葉はいつまで緊急かということになるわけです。これはど

ういう……。年度は決まっているのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） このネコ緊急捕獲事業費ですけれども、実際的に

は獣医さんを呼んで、獣医師会による派遣診療の経費がこの中に入っておりまして、飼い

猫の適正飼養という部分がほとんどでございます。あと、環境省の事業に協力して、島民

への周知とかはそれの中で協力してやっていきたいと思っています。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 40ページです。防災諸費、一番右側の説明の中の委員報酬、国民保護

協議会委員、これについて説明を求めます。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） この国民保護協議会委員につきましては、国のほうが、たしか平

成20年でしたか、北朝鮮がミサイルを打ち上げるというようなことがございまして、そう

いったことに対処をするために国民保護協議会というものを各市町村で設けなさいという

ことで、その委員につきまして、公務員ではない方の委員につきましての報酬を計上して

ございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 差し支えなければ、委員の氏名は公表できますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 失礼しました。委員につきましては、防災会議の委員と同じメン

バーでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） この委員はどなたが任命するのですか。任命権者はどなたでしょう

か。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 村長でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 
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○委員（高橋研史君） そうしますと、防災委員と兼ねているということは、防災会議とこの

協議会というのは、会議を開いた場合、同時に開くのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） この国民保護協議会につきましては、先程も言いましたように、

例えばミサイルが飛んでくるですとか、そういった国民的なそういったものの被害がある

というときにおいて開催されるものでございますので、法律体系も違いますので、防災会

議とは一応別な会議になります。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 今、北朝鮮というお話がありました。以前にもテポドンが日本上空を

通過して、太平洋に落ちました。これからまた、いつですか、１カ月ぐらい後にまた何か

衛星と称して打ち上げるということですが、過去にこの協議会、そのような事案で開催し

たことはあるのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 過去にそういった事案で開催したことはございません。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） では、そういう事案を別にして開催したことはありますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 会議を設置いたしましたので、会議の設置それから委嘱というこ

とで、人がかわりますので、その辺のことをやってございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） そうしますと、この２万4,000円というのは、いわゆる会議を開いて、

それに対する日当とかそういうのではなくて、常時、委員の方に支払われる額ということ

でいいですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 会議を開催したときの報酬ということです。１回につきの報酬で

ございます。 

  これにつきましては、一応年に１回程度を予定していますので、それの１回分だけ計上し

てございます。 

  なお、先ほど言いましたように、委員につきましては防災会議と同じということでござい

まして、小笠原村の、国でいいますと総合事務所、それから警察、自衛隊、保安署の各長
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ですね、それから東京都の支庁長、それから警察署長、それから村としますと村長以下、

各管理職、またインフラの関係で東京電力それからＮＴＴ、また小笠原村といった方で、

一応公務員でない方につきまして、それについては報酬を支払うということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 教えてください。資料のほうにもありましたが、38ページの硫黄島関

連事業の５番目の硫黄島関係者の集いの会の経費ですが、継続でずっときていて、45万円

できたのが平成24年度で95万円と、大きく倍になっているという、この理由は。何か２回

やるとか、３回やるとか、そういうことはあるのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） すみません、記載の仕方が多少誤解を呼ぶことになったかもしれませ

んが、硫黄島旧島民の方が内地で団体を組織をしておりまして、その全体への事業費補助

でございます。 

  昨年、硫黄島訪島事業で行きましたときにそういう組織をつくったので、何とか増額をし

てくれないかということで、全体の事業費の中の運営費補助でして、それをどのような形

でお使いになるかということは、団体のほうにお任せをしているということでございます。 

  硫黄島関係者の集いの会だけに出しているということではないということをご理解をいた

だければと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） もしなければ、次にいきます。 

  次に、民生費についての質疑に入ります。 

  お手元の予算説明書のうち43ページから48ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） 46ページですけれども、児童福祉事業ということで、父島、母島の

子供たちが非常に増えているので、随分前になるのですけれども、父島の方から要望があ

りまして、予算をつけて、ちびっこクラブを初めてつくらせてもらった経緯もあるのです

けれども、平成23年度で300万円、そしてこれを見ますと、今年度で477万2,000円というこ

とで予算がついておりますけれども、これにつきまして、いろいろ環境整備をしていきた
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い、それから福祉ビジョンの策定作業を進めるということを行っておりますけれども、結

果としてどのような形でこのビジョンが作成されてきたのか、それとも平成23年、平成24

年の結果が出てきたのか、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。 

  それで、非常に大事な問題ですけれども、やはり後継者の育成ということで、どなたが来

ても、父島、母島は若い子たちがいっぱいいるということを言われるのですけれども、こ

の村長の所信表明の中でも、いろいろ長い表明の中で、４行か５行でこの子育て支援が終

わっているのですけれども―児童福祉ですね―その辺のところをもうちょっと真剣に取

り組んでもらえないかということも含めて、まずお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 村民課長、斎藤君。 

○村民課長（斎藤 実君） お答えいたします。 

  今、佐々木議長がおっしゃいましたちびっこクラブに関しては、その当時は私が担当をや

っておりまして、えらくお世話になった記憶がございます。その関連を含めまして、あれ

から10年ということで、まず最初に施設自体が基本的に老朽化しております。それで、そ

の老朽化施設を新設するという報告、建てかえということのところでも、一つの調査を

我々担当課としては考えておりました。それで、昨年度、当然ながら次回の特別法の中で

その部分を組み入れていくということでの日程調整をあわせて、この調査をいたしました。 

  結果は３月いっぱいまでですので、まだちょっと出ておりませんけれども、いろいろなこ

とを皆さんからお聞きし、当然ながら、父島でも建て替え、それから母島での新規に保育

園のあり方とか、新しく外へ出すとかというところも含めて、いろいろ細則については調

整していくところでございます。 

  今、村長の所信のお話がありましたが、まだ結果等が出ておりませんので、最終的にはそ

ういう結果を踏まえて、村長が多々いろいろご提言を出させていただくという形になろう

かと思いますので、その点はご理解願いたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） そうすると、この児童環境ニーズ調査ですけれども、これはどこか

に委託をしてやっているということですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村民課長、斎藤君。 

○村民課長（斎藤 実君） 今、大学の先生のほうに委託をし、その専門的な調査をしている

方々に委託を出しております。その結果が出まして、その結果を踏まえた形で、まだいろ
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いろ再調整をするというところが若干あろうかと思います。その辺の予算の枠組みですけ

れども、概算で一応財政のほうにお願いした経緯がございます。その経緯を踏まえて、も

う一度、事細かなところの部分まで調整していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） そうすると、特別に業者に委託したとかということではないわけで

すね。 

  それで、大づかみで支払い金額としてこれぐらい必要ではないかということの予算ですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村民課長、斎藤君。 

○村民課長（斎藤 実君） 概算というところはそれぞれ考え方はあろうかと思いますけれど

も、基本的に今年度やりました調査を踏まえて、まだ足らないところはここのところがあ

るのではないかというところと、そのほかに一体的な施設のあり方もやっぱりきちんと考

えていかなければいけないというところもございまして、その辺の調査も若干増えていく

のかなと。今、議長が言われたとおり、大つかみといえばつかみですけれども、そのかか

る経費の部分で全体的に全部使うという話ではございませんで、そのかかる経費の中で、

その枠の中でとにかく調査はやっていきたいということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） 以前に母島支所長のほうにも一応お願いして、母島の村民会館の耐

用年数の問題とか、それからもともとあそこはすべてへき地保育所として村民会館に併設

されたわけではないのです。老人の方の憩いの場ということもあって、それが子供たちが

増えたということで、その場も利用しながら母島のへき地保育所を今運営されていると思

うのですけれども、今後どのような……。私も先ほど村長のと言ったのですけれども、以

前からこの問題についてお願いしているのですけれども、どのような形でへき地保育所を

新規にやっていくのか。 

  父島のほうは、村長の所信の中で、いろいろここにも平成23年度には父島保育園、奥村の

会館等ということで出ていますけれども、母島の今後のそういう体制というか、その辺の

ところをお聞かせ願いたいと思います。 

  また、村民課長はよくご存じだと思うのですけれども、特殊保育ということで１人入ると

思うのです。そういうことをあわせて、人員増ということもありますけれども、この母島

の保育所を新規に建て替える必要があると思うのです。その辺、村長に先にお聞きしたい
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と思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 以前、次の振興事業のときに芽出しができるようにということを答弁

させていただいたと思います。私の中ではそのようにスケジュール的には思っているとこ

ろでございまして、そのことについては担当のほうもよくわかっております。 

  年が明けますと、来年度から、次の小笠原村の10年計画の策定に沿いまして次の振興計画

の延長の具体的なものを策定していくわけですが、先ほど言いましたように、その中で芽

出しを考えていきたいと思っております。 

  また、今、具体的な母島のお話がございましたが、村としてはできる限り村民の方のご要

望にこたえるように、そのように指示をしておりますので、今対応をしてまいっていると

思います。母島の件です。 

  それから、将来のことを踏まえて、現状でも延長保育等をするなど、そのニーズに応えて

いく努力というのはさせてもらっておるつもりでございますので、今後ともどうぞよろし

くお願いを申し上げたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） 今、村長が述べたように、今年度の最後に、最後の年ぐらいになる

けれども、ぜひ芽出しをしていきたいというお話が以前はあったのです。今の話だと、ま

た来年度の、今度の振興事業の中で芽出しをしていきたいということになると、だんだん

ずれていくという状況です。 

  私はもう緊急性があると思うのです。それで、その内容については、細かいことは触れま

せんけれども、村民課長はよくご存じだと思うのですけれども、これはやはりぜひ早急に

やっていただく。父島のほうはもう保育所の避難道路のほうもだんだん話題に上っていま

すけれども、母島のほうにつきましても、ぜひその辺も含めた対応をしてほしいと思うの

ですけれども、江尻支所長、現場にいて、その辺のところをどのように考えているのか、

ご答弁願います。 

○委員長（稲垣 勇君） 母島支所長、江尻君。 

○母島支所長（江尻康弘君） 佐々木議長ご指摘のとおり、村民会館はもうかなり老朽化が進

んでおります施設でございます。その村民会館の一角を利用して運営されておるのが、現

在の母島のへき地保育所でございました。 

  保育園を考える際に、当然、村民会館の建て替えについても同様に考えを進めていかなけ
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ればなりません。今、保育園をまず独立した形でほかの場所に設置した上で、村民会館の

建て替えというようなスケジュールがいいのではないかと、こういうことでの検討中とい

う段階でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） 村民課長、ちょっと江尻支所長と違った見解だと思うのですけれど

も。見解というより、詳しく福祉のほうに携わっておられるのですけれども、申し訳ない

ですけれども、１人そういう方がいるということで、その建て替えも含めないと、今後運

営するのに難しいと思うのです。その辺のところをどのようにお考えになっているのか、

村民課長としての考え方をお知らせ願います。 

○委員長（稲垣 勇君） 村民課長、斎藤君。 

○村民課長（斎藤 実君） 母島支所長のほうから、芽出しとして今やっている調査の中で、

流れの中では、当然ながら、今の村民会館から独立した保育園をということでは出ており

ます。当然ながら、それを視野に入れて今後の対応をしていくわけでございます。 

  また、今、議長が言いました障害者の方の保育という部分については、村長からもできる

だけ厚くやってくれということで我々は言われております。そういうところを踏まえまし

て、人員の増とそれから携わる保育士の方々、職員の方々、また母島支所長をはじめ、そ

の対応を含めて万全の対策をとっていくというところでの対応を今後やっていくつもりで

おります。 

  ただ、施設自体を早急にどうのこうのということはございませんが、基本的には今、施設

の中は一応フラットに改装して、昨年度終わっております。その部分については、その後

の手直しは多々あるかもわかりませんけれども、その部分の中で保育という対応をしてい

きたいというふうに担当課としては考えております。 

  これはまだ決まったというか、決定されているわけではございませんけれども、そういう

流れの中にあって、父島、母島ということを考えれば、これまでも母島よりも父島のほう

が新しい施設が先に建ってきたということを考えあわせると、また別に今後は母島のほう

の施設を先にということもございます。 

  これは蛇足でございますが、議長からは特段、どれぐらいの資金があれば造れるのだとい

うふうな話で叱咤激励されておりますけれども、私どもは基本的にはその財政運用上、最

終的にはその特別措置法の流れの中で、日程の中でいろんなものを考えていかざるを得な

いという、ちょっとしたそういうふうな考え方がございまして、それに付随した形で優先
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度を高めたいというふうな認識は担当課としては持っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） 村長に真剣にお願いしたいと思うのですけれども、私も以前、余り

話が進まないので、防衛省のほうに話したのです。そうしたら、漁業者が専門にそういう

形で使うならいいけれどもという話があったのですけれども、それはなかなか難しいわけ

です。母島の島内に住んでいる人が使うということで。それで、そういう面も含めまして、

防衛省との兼ね合いもありますし、何かいい方策を考えていただいて、これから５年、振

興事業の先の芽出しといってもかなり長くなるので、その辺をいろいろ知恵を絞っていた

だいて、いち早くということで計画を入れてほしいのですけれども、最後に村長のご答弁

を聞きたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私、思いのところは、今、議長から指摘されたことと、ご意見いただ

いたことと全く変わっておりません。何とかしたいというふうなことは思っておりますし、

父島だから、母島だからということも私の中ではありません。とにかく今求められている

ものを少しでも現実的にクリアすると同時に、先のことでの優先順位ということは、これ

から担当課の報告も踏まえて、庁内できちっと考えてまいりたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  片股敬昌副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 44ページの在宅福祉サービス関連ですけれども、このホームヘル

パーさんの養成補助は平成22年度から終了になっています。これについてちょっとお伺い

しますけれども、これは制度の変更ということからきたのか、あるいはヘルパーさんが十

分足りているということからの判断なのか、お聞きいたします。 

  村の傾向として、高齢化というものはどんどん進んでいくわけですので、当然ヘルパーさ

んの数は足りなくなってくるというふうに予想されます。そして、また継続的に養成する

ということも必要だろうと思うのです。その辺の経緯をお願いいたします。 

○委員長（稲垣 勇君） 村民課副参事、村井君。 

○村民課副参事（村井達人君） ホームヘルパーの育成の支援ということでお答えをさせてい

ただきます。 

  以前は、訪問介護の事業につきましては社会福祉協議会のほうで行っておりまして、それ

の育成の支援ということで、主に本土のほうに資格を取りに行かれる方の旅費の補助をし
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てまいりました。その後、明老会のほうに訪問介護の事業が移管されまして、平成22年度

まではやはり同じように２名の方の枠での本土の研修といいますか、資格取得の旅費を補

助してまいりました。 

  なかなか人材というものが増えないという中では、島に住んでいらっしゃる方の中から人

材を広げていこうということで、平成23年度におきまして通信講座と現地での講習、実習

ということで、平成23年度に25名の方のホームヘルパー２級課程の資格を今進めて、最後

に今、入所施設の、具体的に言いますと、太陽の郷ですけれども、そこでの介護実習を終

えて、25名の方が資格を取得できると、このようなことになっております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、午後２時から始めたいと思います。 

  休憩に入ります。 

（午前１１時４７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○委員長（稲垣 勇君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後２時） 

───────────────────────────────────────────────── 

○委員長（稲垣 勇君） お手元の予算説明書の43ページから48ページまで、民生費について

の継続です。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 45ページになります。有料老人ホーム運営費の中で、一般財源で

4,400万円使う予定になっていますが、この一般財源が占める割合が高いかなと思っている

のですけれども、この辺の金額は想定の範囲だったのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 一木委員のご質問にお答えいたします。 

  一般財源としまして4,468万2,000円、現在充当しております。これにつきましては、もち

ろん多いという評価もございますが、今後、平成24年度の財政運営の中で、なるべくこの



－４５－ 

金額も少なくしていきたいというふうには考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） この有料老人ホームの運営費ですけれども、特定の人が受益をしてい

る事業であって、かつ公益性のある事業ということなので、これは特別会計をつくってや

るべき会計システムではないかなと思っています。もう少しこの中身を細かく特別会計の

中で精査したほうがいいのではないかなと思っているのですが、その点はいかがですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 確かに特別会計を編成するという考え方もあろうかと思いますが、

事業として行っている予算につきましても、必ずしも特別会計を編成せずに、一般会計の

中で運営もできますので、今のところ、村としては一般会計の中でやっていくべきものと

いうふうには考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） 医療課長、樋口君。 

○医療課長（樋口 博君） 財政課長の補足になりますが、有料老人ホーム設置の際、東京都

といろんな協議をいたしました。当然、私も特別会計を設けたほうがいいのかどうかとい

う視点でやりとりをさせていただきましたが、公の施設がすべて特別会計というわけでは

ございません。予算原則に照らし合わせても、一般会計でやられたらどうですかというご

意見もいただき、村の判断としましては、一般会計のほうでやるという結論に至りました。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 質疑がないようですので、次に衛生費についての質疑に入ります。 

  お手元の予算説明書のうち48ページから51ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 49ページのこのシロアリ対策事業費について聞きます。 

  一括で1,967万5,000円となっていますけれども、もうちょっと詳しい内訳をお聞かせくだ

さい。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 内訳としましては、一番大きいのは委託料でございます。あ

と、旅費、交通費等がございますけれども、このような委託料に該当しているというふう

にご理解をいただきたいと思います。 



－４６－ 

  年に３回、シロアリ対策をやっておりますので、６月と10月と３月ということで振り分け

て予算を計上させていただいております。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） この委託料、シロアリ防除の委託料でしょうけれども、これは今まで

大体1,200万円前後を推移しているのではないかと思うのですけれども、そうだとすると、

あとの700万円ぐらいは、今年はどういうことを予定していますか。また、母島については、

今年はどういうことを予定していますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 前段のほうのご質問ですけれども、シロアリ対策費というこ

とで、委託料のほかに、あと負担金補助及交付金ということで奨励金の関係がございます。 

  それと、あとは母島のほうですけれども、昨年、集落のほうでシロアリが飛び交ったとい

う。飛び交ったという数量ではございませんけれども、集落でシロアリが見つかっており

ます。その関係で、もし集落のほうの営巣があれば問題なので、そちらのほうを重点的に

やりたいという意向も踏まえての予算組み立てになっております。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） シロアリは小笠原にもう半永久的について回るものですけれども、今

まで村を挙げて防除工事もしているわけです。はっきり言って、長谷に出てから、多分か

れこれ10年近くたつのではないかと思いますけれども。イエシロアリとしてですね。昔は

ダイコクシロアリが主だったので、被害的にはそう気にするほどでもなかったのですが、

イエシロアリとなると、集団からいって、その破壊力からいって、相当影響が出ます。母

島の集落内に現れたということは、木造が多いので、相当影響が出ると思います。 

  そんな中で、一つだけちょっとお聞きしますけれども、小笠原は父島の場合は防除処理の

補助金をもらう人はかなりいると思うんですけれども、母島の集落、例えば新築、改築も

含めて、母島は過去どのくらいもらっていますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 母島のほうですけれども、平成元年に１件ございました。そ

の後、平成３年それから平成12年、平成14年と、数は少ないですけれども、トータルで６

件ほどの申請があって、奨励金を出してございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 平成元年から６件というと、１年に１件もない。しかし、今、村で水
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際作戦ということで、ははじま丸、共勝丸、資材の搬入に関しては相当気を使って、シロ

アリの入り込みを防止している、そういう取り組みをしてきているわけですけれども、現

実にこういう形でイエシロアリが見つかったということは、はっきり言って、母島の木造

住宅は本当に危機的状況になると思います。その中で、今年度、本当に村として何をやっ

ていこうかというのか、もう一度お聞きします。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 母島での集落で見つかったというのは、委員おっしゃるとお

り大変重要なことだと認識をしております。 

  ただ、見つかって以来、６月もそうでしたが、10月それから本年３月、重点的に母島の集

落の営巣を確認いたしましたが、幸か不孝かといいますか、今のところ営巣は見つかって

おりません。ただ、あるのに見つかっていないのか、またはなかったのか、その辺の検証

も今後の対策の中で、あるいはその臨時的な対応の中でやっていく必要があろうかと思い

ます。 

  シロアリの営巣を見つけることによって、その巣をたたくというのがシロアリの対策の基

本でございますので、今回の３カ所ほどから数匹程度のシロアリ、コウシュウイエシロア

リですが、羽アリが見つかっております。それが長浜由来のイエシロアリなのか―または

父島から持ち込まれたものなのか、その辺の断定はまだできておりません。人についてき

たのか、物についてきたのか、あるいはその集落に営巣があるのか、その辺のところを現

場をたたいてみたいと考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 村長にお聞きします。今、担当課長、まだどういう形で入ってきたか

特定できないという部分もあると思うのですけれども、いずれにしろ見つかったというこ

とは間違いないことで、それからいくと……。 

  なぜイエシロアリが怖いかといいますと、深いところでは地下25メートルぐらいのところ

に営巣地を設けるグループもあると。そういった中で営巣地を見つけるのはなかなか大変

だと思うのです。しかし、現実的にもう飛んでいるのが見つかったということは、私はシ

ロアリに関しては初期対策が一番大事だと思っています。そういった中で、今まで二十何

年たって６件しか補助金を申請していないということは、ほとんどの人は防除工事をして

いないということです。 

  そこで、村長に私はお願いしたいと思うのですけれども、本来ですと新築とか更新とかで
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防蟻工事をして補助金を出すという形ですけれども、今回のようにやっている人が少ない

中で見つかったということは、やっぱり初期的な対策をするためにも、一度母島の皆さん

の意向を確認して、防除工事をしたい人には、特例的に補助金も含めて実施する必要があ

るのではないかと思います。そういう意識調査もぜひ必要だと思うのですけれども、その

辺、村長、いかがお考えですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 杉田委員のご質問に答弁させていただきます。 

  私たち父島に住んでいる者は、本当にシロアリの怖さというのをよく知っておりますので、

もちろん母島の方も父島に来て、それを見てきておられたということから、今までは母島

にシロアリを持ち込まないということを一生懸命やってきたわけでございます。それをこ

れからもまず続ける。 

  それから、集落地にハネアリを見かけたということで、先ほど報告しましたように調査を

しました。今のところはその営巣地が見つからないということでございますが、委員ご指

摘のように、今まで見つからないから、ないということでもありません。そのことは、担

当課も含めて我々もよく認識しております。 

  ご質問のあった件につきましては、この調査を続行しながら、母島の皆さんと意見交換も

しながら、これからの対策については考えてまいりたいと、このように思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 母島の支所長にもちょっとお願いしておきますけれども、これは行政

挙げて取り組んでいるシロアリ対策ですから、それが母島で見つかったというのは、本当

に非常に大きな大変なことで、やはり私は今、希望者には防除工事の施工を率先してどう

ですかと行政から問いかける必要もあると思います。そういう部分を、今、村長の答弁も

ありましたように、それを踏まえていろいろと検討したいということなので、ぜひ母島の

ほうに、村民の皆さんに対してちゃんとそういう広報して、そしてそういう防除工事を早

目にすれば、まだ大丈夫だと私は思いますから、その辺をぜひ母島の村民の皆さんに促し

ていただきたい。そういう努力を村長と一緒にやっていただきたいと思います。それをお

願いしたいんですが、どうですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 母島支所長、江尻君。 

○母島支所長（江尻康弘君） 杉田委員ご心配のとおり、母島の方、木造住宅の方が多くいら

っしゃいます。これまで大きな被害がなかったということから、対策のほうは余りされて
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いないということもございますので、支所におきましても住民の方に周知するとともに、

防蟻処理の奨励を進めてまいりたいと考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 私もシロアリ対策事業ですけれども、昨年の決算特別委員会で、私の

ほうでそのシロアリの技術士を島内で人材育成を図っていって、委託の中身を徐々に変え

ていったらいいのではないかという指摘をしましたけれども、平成24年度予算の事業では、

その辺の反映はしていただけていますでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 島内業者の育成ということではもう従前から取り組んでいま

して、主に九州の業者の方々ですけれども、吉野先生を筆頭に、平成４年からずっと来て

いただいてやっている中で、先生のご意見も私どもも思っておったのですが、ともかく地

元にその技術者を育成して、養成して、その人たちを育てて、引き継ぎを徐々にしていき

たいという意向は最初からあるわけでございます。 

  近年は、もう島内の防蟻業者もおります。それから、それをサポートしてくれる島内の技

術士も数名、もう資格を取って、対策団と同行しながらやっております。その流れもあり

まして、平成24年度につきましても、島内の防除業者を含めた対策を講じていく予定でご

ざいます。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） そうすると、私の決算特別委員会の指摘で、何か変わった点というの

はありますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 人数とか規模、程度については、今までどおり対策団が３回

やっていますけれども、その中で２回は主に島内業者を中心にした対策を行っているとい

うところは平成24年度も変わりません。ただ先ほど申しましたけれども、徐々に島内の技

術者を育成していくという姿勢は変えないでやっていきたいというふうに考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） わかりました。平成４年から始めているということで、もう20年近く

たつわけですから、そろそろ一本立ちできる方向に、その先生のほうにもご指導いただき

ながら、徐々に変えていっていただければと思っております。 
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  続いて、同じ49ページの予防接種事業ですけれども、前の議会で肺炎球菌のワクチンの接

種をということで取り上げたのですけれども、それは入っていますでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村民課副参事、村井君。 

○村民課副参事（村井達人君） 肺炎球菌ということですが、これまで小児用の肺炎球菌のワ

クチンの助成というのは行ってまいりました。平成22年４月からですけれども、ご指摘い

ただいた後、高齢者に対する肺炎球菌ワクチンまたインフルエンザ予防接種のその２点を

新規で、費用の助成ということで計上をさせていただいております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） わかりました。ぜひやっていってください。 

  続きまして、50ページになります。診療所運営費ですけれども、お医者さんが公務でおが

さわら丸に乗る場合、これは何等の旅費が出るのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 医療課長、樋口君。 

○医療課長（樋口 博君） 等級でいいますと、２等の料金が出ます。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 村長に伺いたいのですけれども、島のお医者さんには医師住宅も提供

している中で、おがさわら丸に公務で乗るときに、２等というのはちょっといかがなもの

かなと私は思っております。１等がふさわしいのではないかなと思っておるのですが、そ

の点はどうでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） いろんな考え方があろうかと思いますが、今回、一木委員からご指摘

をいただきましたので、私の中でも検討課題とさせていただきたいと、このように思いま

す。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 50ページの清掃費の中の塵芥処理費ですが、歳出の質問のところで、

歳入のことで聞きたいのですが、財源構成の中で市町村総合交付金がありますよね。平成

23年度はこれより1,000万円多かったのですよね。それで、これは財源構成を見ると、一般

財源のほうは今度1,000万円増えていると。この市町村総合交付金の見積もりをそのように

下げたということと、それから全体にそういうふうに厳しい財政で交付金をいただけない

というのか、その辺の財源のつくり方について教えてください。 
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○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 市町村総合交付金の充当の金額につきましては、当初予算上、い

ろいろバランスを考えて配分をしております。最初から総合交付金としてこの事業に補助

になるという形ばかりではございませんので、全体のバランスの中で配分をしている部分

がございます。 

  その事業が特定の工事など、建設事業に対して総合交付金が算定される場合もございます

が、例えば平成24年度についてはその工事の対象となる事業が若干少なかったりというこ

とも出てきますと、その辺の部分の配分が若干少なくなるという、そういう想定もしてご

ざいます。毎年全く同じようにはちょっとできないというのがありますので、その点はご

勘案いただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） それでも、塵芥処理費というのは大体予測がつく費用がかかっている

と。だから、今回ご努力されて、少し減額されておりますが、中身を見ると、その交付金

のほうが1,000万円減り、一般財源が1,000万円増えているということなので、人口もそん

なに変わらなければ、こういう恒久的に必要な財源として確保するような努力というのは

されたほうがよかろうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 先ほど申し上げましたように、総合交付金の算定の中には、個々

の工事、建設事業に対して幾らという形で算定されるものもございます。そのほかのもの

については、全体の財源、全体の財政状況によって交付される金額は決まってくるという

ことですので、必ずしもその事業、事業に特定されていないということはご理解いただき

たいと思います。 

  毎年の財源構成の中で、総合交付金の金額も頭の金額が全く同じということはありません

ので、どこかで調整しなければいけないということでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に農林水産業費、商工費についての質疑に入ります。 

  お手元の予算説明書のうち51ページから53ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  杉田一男委員。 
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○委員（杉田一男君） 地産地消事業費について、15万円で何ができるのか、お聞きしたいと

思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 副村長、石田君。 

○副村長（石田和彦君） 事務費ということで、もろもろの印刷物だとか、そういったような

ものをとりあえず今のところ15万円で計上していますけれども、必要があれば考えていき

たいというふうに思っています。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） この観光地にとって地産地消は一番大事な問題だと思っていますので、

ぜひいい意味で補正が組めるように、しっかりとやっていただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 53ページのシャワー室外灯取替工事ですけれども、ここの施設を前に

視察をしたのですけれども、シャワー室の外灯の取り替えは当然必要だと思ったのですが、

施設全体がもう老朽化していないでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 母島支所長、江尻君。 

○母島支所長（江尻康弘君） 今回、予算のほうに計上させていただいておるのは、こちらに

記載のありますとおり外灯ですね、電気関係の器具を交換するという工事でございます。 

  委員ご指摘の施設につきましても、確かに老朽化が進んでいるところでございます。今後

その状況を見ながら、随時更新はしていきたいと考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 施設の老朽化プラス、海が目の前の休憩所としての役割を果たしてい

ると思うのですが、その休憩所の前の海に行くのに、農業協同組合のほうまでぐるっと回

っていかないと目の前の海に出られないという状況ですけれども、その辺、何かもうちょ

っと利便性よく、休憩所から海まですぐに出られるような形で、何か全体的に改修された

ほうがいいのではないかなと思ったのですけれども、その点はいかがですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 母島支所長、江尻君。 

○母島支所長（江尻康弘君） 施設の前にございます部分は、村で管理しておりますところで

はないということがまず１つございますのと、持っている機能というところもあると思う

のです。ですから、管理する東京都と調整をしながら、その辺、打開策等を見出していけ

ればと思います。 
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○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 53ページの観光振興費、集客対策事業費3,747万9,000円についてお伺

いいたします。 

  この中に本年５月22日に開業予定であります、すみだ水族館、これの開業に関して何か支

援するということで、100万円ほどの予算がついていると思うのですけれども、間違いあり

ませんか。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 観光局への委託費の中のイベント関係の予算で、すみだ水族

館に対して、今後こちらと協調していろんなイベントをやっていきましょうということで、

100万円ほど増額している中の内訳に入っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 今後一緒にやっていきましょうということで、その100万円はどのよ

うに使われるのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 内容につきましては、今現在、村並びに観光局でも、水槽の

色合いですとかそういったことに対して、小笠原の海を再現したいということで、これま

でも助言をしてきた経緯がございます。その大水槽の前のスペースを使ってのイベントで

すとか、そういったことを企画していこうということで、今現在はざっくりとした予算と

して上げておりまして、具体的な内容は今後詰めていくということになっております。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 昨年の８月18日、東京で村長とこの水族館の―オリックス不動産と

いう会社が開業するそうで、―関係者に会っていると思うのですけれども、その後、村の

関係者がもう既に何かこれに関わっているようですけれども、現在までの経過を、村長も

お会いしたことも含めてご説明願います。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 今回このすみだ水族館を開業するに当たって、今申し上げた、

大水槽の部分を東京諸島の海という中で、特に一番中心にしたいのが、小笠原の海を再現

しながら小笠原の魚を入れていきたいということで、村としての協力を８月ぐらいから何

回か要請されたというのがございます。 

  それから、漁業協同組合のほうには魚の採集についてのいろいろな協力ということで、現
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在、採集をしているというふうに聞いております。 

  それと、建設が進むに当たりまして、海底の地形の形、それから色合い等をアドバイスし

てほしいということで、現実には東京での作業になりますので、小笠原のＯＢの方をご紹

介し、そういった色合いとか形についてアドバイスをしてきているという経緯です。 

  さらに、今後の協力体制について、何回か私のほうもお会いして、お話をしてきていると

いう経緯がございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） そうしますと、来年度つけられているこの100万円という額は、特に

需用費、通信運搬費ということで90万円、10万円とついておりますけれども、今後この村

の人間が関わっていく中で、そういう費用にも使われるということでよろしいのでしょう

か。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 今おっしゃっている数字というのは、観光局の委託料を積算

するに当たっての内訳のことだと思います。こちらについては、観光局のほうで本土のほ

うでイベントを行う際に必要な経費ということで分類分けをしておりまして、例えば島か

ら役場なりが行って、何か一緒に協力するというときには、別途予算は旅費等で見ていき

たいと思っています。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありますか。 

  片股敬昌副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 海洋センターの管理運営事業ということでお伺いします。52ペー

ジです。 

  別の資料がこっちにあります。13ページ、14ページのところに、この人件費のことがちょ

っと載っておりますので。 

  これを単純に計算しますと、ホエールウォッチング協会、観光協会の人たちと比べると、

この海洋センターの人たちの給料というのは極端に低いわけですけれども、どうしてこう

いうふうなことになるのか。 

  仕事の内容も、５月から産卵時期約半年間、夜間パトロール等の労働条件を考えますと、

ちょっと安過ぎるのではないかという考えになりますけれども、説明をお願いします。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 今、委員からご質問のあった件は、事前資料の13ページと14
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ページに、13ページには海洋センターの運営に関して、エバーラスティング・ネイチャー

への運営費の補助ということで、人件費が659万円に対して５名相当分ということが書いて

ありまして、また次のページには、それぞれ商工会、両観光協会、ホエールウォッチング

協会に何名という数字が書いてあります。これにつきましては、補助の人件費の対象とし

ている人数で、実際の職員数というのは、また具体的には違ってきております。 

  エバーラスティング・ネイチャーにつきましては、この５名のうち職員が２名、また今の

前浜での、大村海岸での卵の産卵、採取等のアルバイト代、そういった賃金としての人件

費も対象にしているということで５名分となっておりまして、単純にこの５名で割った数

字が１人当たりの人件費ということではないということと、ほかの団体につきましては、

それぞれ自己財源等を確保しながら、そのほかの職員の部分や、また対象としている人件

費もすべて100％見ているわけではございませんので、それらの一部を村が人件費補助とし

て出しているというふうにご理解いただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） 51ページで農業振興費ですけれども、何か私が農業振興を言うのも

ちょっとあれですけれども、ここにありますように、現在、中ノ平でいろいろな支援事業

が行われていると思うのですけれども、あの手前にも１軒あって、東京都に要望しても、

なかなか水が引けないということで、今、農業は思うように進んでいないということです。

父島ではもう既に小港、北袋沢まで、扇浦を中心に町がだんだん広がっていくのですけれ

ども、母島の場合は依然として元地だけに町があって、全然広がりがないわけです。それ

で、ほとんどと言っては失礼ですけれども、農産物が母島から父島に出ているような状況

の中で、やはり農業の場合はそういう母島の占める率が非常に多いと思うのです。ぜひそ

の広がりを持った地域を拡大していただきたいということで、以前も何回か要望して、建

設水道課長のほうからもそれなりの答弁をいただいているのですけれども、今後やはりそ

ういうまち全体が広がりを持つということで、特に南へ延びる農業地域の支援ということ

で、ぜひ水道水を引くような方向で村としても考えていただきたいと。 

  なかなか状況を聞いてみますと、世界自然遺産になったおかげで、営林署の土地を通ると

かそういうことで、何か水道水のパイプを引くのが非常に厳しくなってきている状況です。

ですから、私はもう世界自然遺産が一段落した中で、こういう面も含めて、やはり村が…

…。地域の発展に影響させないという当初の環境省また林野庁、そういうところの目的が
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随分狭まってきているので、その辺をやはり母島の中ノ平周辺まで村が関与しながら、ぜ

ひ水道水を引けるような方向でやっていただきたいと思うのですけれども、これは以前に

も何回か執行部の方に、特に村長にもお願いしたのですけれども、その辺のお考えはいか

がでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 農業振興の観点からということで、水道水という、給水地区というと

ころは、村の振興策の上でもきちっと整理をしなければいけない点があろうかと思います。 

  決して集落を拡大していく、その中で給水区域を拡大していくということを拒むものでは

ありませんが、農業振興に関しましては、議長ご存じのとおり、振興事業の中で村が関わ

ってきた部分と、そうでない部分ということがございます。私どもは今後はそういうこと

も勘案しますが、給水区域という考え方につきましては、新たにやはり母島の現在のあり

方、今後のあり方を見直しながら、議長からいただいている課題解決に向けて考えてまい

りたいと、このように思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） ぜひやっていただきたいと思います。 

  以前、建設水道課長のほうから、沖村の浄水場とあわせて、今後考えていきたいというお

話もあったのですけれども、もう返還になってかれこれ40年、50年たとうとしているのに、

母島の場合は、本当にあの今いる元地の中だけしか生活の基盤がないということで、特に

南へ……。 

  個人的にもいろいろ農業者も土地を持っている方もおりますし、水さえ引ければというこ

とで、かなりそういう要望もありますので、ぜひ今後の島の発展のためにもお考え願いた

いと、このように思います。よろしくお願いします。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） もう一点だけ、集客対策事業費、観光局についてお伺いしたいと思い

ます。 

  来年度の観光局の活動目標はもう決まっておりますでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 来年度についても、基本的には従来、今年度スタートした内

容、大きな項目としては旅行会社への対応、それから本土でのイベント参加、教育旅行誘
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致、それから個人的な対応として個人の顧客への情報提供、そういったものをやっていく

ということの大方針は変更はございません。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） たまたま私、先般、３月16日ですか、観光関連団体の意見交換会とい

うことで、村が実施しておりますアンケートですかね、それの中間報告というのをちょっ

と聞かせていただきました。実は、大変ショッキングな内容でした。 

  世界自然遺産登録後から、お客様の満足度がかなり減ってきていると。特におがさわら丸

の満足度については、満足という方がもう３割ぐらいしかいない。あと、この島に着いて

から、島の受け入れ態勢、それとおもてなし等についても、すべての項目において満足度

が減っているということで、分析者も、これはひょっとしたら１年ぐらいしかもたないの

ではないかというような、大変危機感を持った報告をお伺いいたしました。 

  これは何に原因があるのか、いろいろあるとは思うのでしょうけれども、このような報告

を受けて、来年度の活動目標、もう設定しているようですけれども、これからまだ変更す

る時間もあると思うのですけれども、どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 今申し上げたのは、観光局として取り組んでいく大きな事業

の柱として紹介させていただきましたが、それについては基本的に変わりはないと思って

おります。 

  ただ、今、委員おっしゃったように、今回の先般行った観光関係団体の意見交換の中で、

村が行っている調査結果がやはり平成22年度に比べて全体的に落ちているということは、

今後、島外での活動並びに島内での受け入れ態勢、こういったところに機会があるごとに

注意信号というか、警鐘を鳴らしていかなければいけないと思っております。 

  その中で、観光局については、例えば旅行会社についても、従来から、そもそも小笠原の

旅行形態のお客さんを集めるに当たっての難しさということは、ツアーデスクを実施して

いた時代から認識していることでございますので、そういったことをより強調しながら、

旅行会社への説明または旅行会社が行う顧客向けの説明においても、そういったことを注

意しながら実施していきたいと、このように思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、１つお聞きしたいと思います。 
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  51ページ、新規事業で農地再整備事業、これは私、農地の流動化を何とか進めるために、

東京都ではこういう事業がありますよということで一般質問した中で、村のほうで早速流

動化を進めるために考えていただいたことだろうと思っております。これがつけば、本当

にありがたいと思っております。 

  それで、お聞きしたいのですけれども、これの実施計画はどのようになっておりますか。 

  産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 農地再整備事業補助金ということで、新たな事業に取り組み

たいと思っておりまして、今回はそういう予算計上をさせていただいております。 

  これにつきましては、東京都の農地リフレッシュ再生事業というものを小笠原村版という

形で実施したいと思っております。 

  この要綱案を既に作成はしておりますが、予算が通りましたら早速に要綱を定めまして、

村内並びに農業者、特に農業者に周知したいと思っております。 

  特に対象としましては、より活力を持っていただける認定農業者を対象にしたいと思って

おりますので、そのあたりもきちんと周知して、事業を早速始めていきたいと思っており

ます。 

○委員長（稲垣 勇君） 具体的にはいつごろをめどにこれが実施される予定でしょうか。 

  産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 補助金の交付要綱につきましては、予算が通れば３月中に要

綱を決定し、４月１日からの施行としたいと思っておりますので、４月には特に対象とな

る認定農業者の皆さんには広報できると思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） 先ほど一木委員のほうから、母島のシャワー室の件で質問が出たの

ですけれども、これは支所長にお聞きしたいのですけれども、この管理費はどれぐらい年

間かかっているのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 母島支所長、江尻君。 

○母島支所長（江尻康弘君） 53ページの予算書におきまして、母島の観光施設の管理経費と

して117万2,000円という計上がございます。 

  今ご質問の元地の休憩所につきましては、光熱水費で約８万円、それから施設の清掃が74

万円ほどあるのですけれども、この清掃費は脇浜の施設それから北港の施設、それらも含

めての額です。単純に割り返すことはできませんけれども、このうちの大体20万円ぐらい
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かなと思います。ですので、直接的な管理経費につきましては、30万円ぐらいの額になろ

うかと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） 先ほどお話があったように、あそこはもともと脇浜ができる前に、

子供たちが泳いでいるときにシャワーを浴びるところがないということで、農業協同組合、

漁業協同組合の水道を使うということで、それでシャワー施設としてお願いしたのですけ

れども、現状はそんなにシャワー施設として、ほとんど利用されていないわけです。 

  それで、私、いつも思うのですけれども、自由に電気がついたり消えたりして、そういう

管理もなされていないし、特にシャワー施設としての利用度はほとんどないと思うのです。

だから、できればその辺もカットしながら、前面にある休憩所だけでももう十分だと思う

のですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 母島支所長、江尻君。 

○母島支所長（江尻康弘君） 議長ご指摘のシャワーの利用につきましては、確かに非常に少

ないという状況がございます。あと、日中それから夜間ですね、あちらを利用される島民

の方はいらっしゃいます。 

  ですから、今、議長のご提案の施設の整理というところにつきましては、今後検討させて

いただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） よろしくお願いしたいと思うのですけれども、もともと漁業協同組

合で借りた土地を無理やり提供して建てた場所ですけれども、私がいつも夜、ちょっと散

歩しながらあそこの前を通るのですけれども、かなり集まって、バーベキューとか、それ

から飲んでいるとか、いろいろあるわけです。 

  それで、例えばシャワー施設として言うのであれば、６時ぐらいまでとか、５時ぐらいま

でとか、やはりそういう電気の使用料もあるし、なるべく経費を切るということであれば、

そういう形でもう一度見直して、その目的をはっきりさせたほうがいいと思うのです。 

  それで、またこういう形でもって、さびれば交換するとかということになると、どうもこ

のシャワー施設の当時の目的と大分違っていますので、支所長、お帰りになったら、その

辺をよく点検して、必要がなければ、正面のいすが置いてあるところの休憩施設だけでも

十分だと私は思うのですけれども、ぜひ検討していただいて、なるべく余分な経費をかけ

ないようにしていただければと思うんですけれども、要望しておきます。結構です。 
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○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、土木費、消防費についての質疑に入ります。 

  お手元の予算説明書のうち53ページから56ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 55ページの消防費をお聞きします。 

  先般の議会に対する説明で、消防団員の報酬に関しても改定が加えられたと。私は大変い

いことだと思っております。 

  そこで、お聞きしたいのですけれども、伊豆七島を含めてみんな同じようなものだと思う

のですけれども、小笠原村消防団は特に消防活動よりも捜索救難活動もかなりの範囲でや

っていて、負担もかなり大きいという中で、改定されたばかりの報酬ですけれども、現実

的にこの取り扱いは、伊豆七島、小笠原の中でどのくらいの部分に位置しているのでしょ

うか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 消防団のほうの活動費のことでございますけれども、どの程度の

ものかというのは、手元に資料はございませんけれども、それこそ小笠原村消防団だけが

極端に低いというわけでは少なくともございません。 

  ただし、小笠原は、今回一応３時間を超えたごとに１時間1,000円ということでやってい

ますけれども、そういったこともすべての団体がやっているわけではございませんので、

それをいいますと、額は別にしまして、少しこういった考え方をしたことについては、か

なり先進的なことをしたのかなという気はございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 団員の定数と今の団員の数、そして最近５年ぐらいのこの団員の推移、

これはどうなっていますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 定数ではほぼ充足してございます。定数的には、100％でござい

ませんけれども、ほぼ充足しているということでございます。 

（「そうじゃなくて、何人かと聞いている」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（箭内浩彌君） 団員は、一応１班が６名ということで、父島６班、母島２班、そ
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れからその他の団員でたしか60名ということが定員でございます。 

（「定員が６名で、現在の団員数」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（箭内浩彌君） すみません、ちょっとお待ちください。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） では、数は後で説明してもらうとして、この消防団の活動に関しては、

小笠原村の消防活動そして救難活動を含めて、相当な比重を占めていると。その中で、や

はり団員を確保するのは多分大変だと思うのです。そういう中の一つがこの報酬だと思う

のですけれども。 

  もう一つは、やはり皆さん生業を持った中で、団員も一種のボランティア的な部分ですよ

ね。そういう中で団員を募るという部分では、多分やはり小笠原の企業者の大いなる協力

があると思うのです。そういうところに、生業についている各企業のほうに、行政として

例えば要望をお願いしたりとか、感謝の言葉とか、そういうような形で動いていることは

ありますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今のご質問は、以前にも杉田委員からご指摘をいただきまして、一時

期団員が減ったときに、うちの担当が団長のアドバイスも受けながら、ご協力依頼に行っ

てきたということはございます。 

  直近で今年度それを行ったかどうかというのは、私はまだ報告は受けておりませんが、ご

指摘をいただいて以来、そういうことに気を配ってやるように指導はいたしております。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 多分その辺も村としてやっていると思うのです。やはりこれは多分大

事なことですから、もうなり手がだんだんいなくなるのは、はっきり言って、生業につき

ながら、このボランティア活動というのは大変なことだと思いますし、まして捜索になる

と、黙って１日、２日会社にも出られないと。そうすると、企業者のほうの負担もかなり

多いと。やっぱりそういう中で気を使う部分というのは気を使っていただいて、団員の方

がやっぱり安心して活動に励めるよう、そういう下地づくりをぜひ村でつくっていただき

たいというのと、今、総務課長は、今回、報酬を上げたのは画期的だと言いましたけれど

も、画期的というよりかも、私としては遅いなという感じも抱いておりますので、できれ

ばやはり活動しやすい環境づくりもそうですけれども、その中の一つのこの報酬に関して

も、今後ともぜひ目を向けていっていただきたいと思います。総務課長、どうですか。 
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○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 委員ご指摘のとおり、小笠原村の消防団につきましては、火災と

いうよりも捜索活動のほうが多いという意見でございます。そういうわけで、捜索につき

ましても長いときは３日とかいうことがございますので、そういうことを勘案しまして、

今回、報酬等を見直しさせていただきました。 

  今後とも団員の方々が安心して活動できるような形ということで、団のほうとも協議した

いと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 一つだけ、同じく消防費ですけれども、新しく消防車を購入するとい

うことが出ていまして、恐らくこの左隣に書いてある防衛施設の整備事業費、防衛から補

助がついているのだと思うのですけれども、大変ありがたい話だなと思っております。 

  それを踏まえた上でお聞きしたいのですけれども、消防車の更新の時期が、別の資料を見

ますと、９月ぐらいに議会にその報告があるということが書いてあったのですけれども、

何かその時期に設定した理由はあるのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 消防車の仕様につきましては、とりあえずいろいろと難しいとか

で、消防車そのままではございません。うちのほうでこういう消防車が必要ということで、

ポンプですとか、いろんなものをいろいろと組み込みますので、そういった関係の調整等

がちょっと時間がかかるということで、今回一応９月ということにさせていただきました。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 54ページに戻っていただいて、都市計画費、新規事業の地図情報管理

システム、これについて説明をお願いいたします。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） こちらにつきましては、財政課のほうから予算を計上させていた

だいている事業でございます。 

  地図情報というのは、ＧＩＳというふうに最近呼ばれているシステムがございますが、小

笠原村でも実際に土地の地形とそれから土地の境界とが整合されていない、重ね合わせら

れていないという図面が多くございまして、なかなか実際の地形、実際の土地と境界等が
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どういうふうな位置関係になるのかわからないというようなところが多々ございます。そ

の辺を東京都の資料あるいは東京法務局にあります境界関係の資料をいただきまして、地

図情報の中に重ね合わせて、わかりやすいものをつくっていきたい。それを行政情報とし

て活用していきたいということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に教育費についての質疑に入ります。 

  お手元の予算説明書のうち56ページから60ページまでございます。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。教育費、56ページから60ページです。 

  高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 資料58ページ、中学校費の中の教育振興費でございます。中学校にお

ける新学習指導要領に対応する予算を計上しているということですけれども、武道が来年

度から必修になるようです。この中では何かこの予算の中に入っているのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育長、伊藤君。 

○教育長（伊藤直樹君） 新学習指導要領に基づきまして、中学校では武道は剣道を取り入れ

ようと今しています。その竹刀を生徒が用意しようと。大したお金ではありませんけれど

も、このお金を含ませております。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） そうしますと、この中の体育用品購入ということでよろしいですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育長、伊藤君。 

○教育長（伊藤直樹君） はい、そのとおりです。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 剣道、柔道、あと相撲もあったのですかね。剣道、柔道どちらかで、

中学校では剣道を選んだということですけれども、剣道を選んだ経過、理由をご説明願い

ます。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育長、伊藤君。 

○教育長（伊藤直樹君） 剣道を選んだ理由は、教職員の中に専門家が剣道も柔道もなかなか

いないということで、その中で柔道を選んだ場合に、非常にけがをする危険が含まれてい

るということで、剣道を選びました。 
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  剣道も十分に打ち合うまでの時間はとれないと思いますので、まず形をしっかり教えると、

そういうことでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） わかりました。剣道は、袴を履いて、胴着を着て、面を着けて、こて、

面、胴、垂れを着けるというのが、最終的にはそれで打ち合うというのが剣道のスタイル

ですけれども、時間的なものと費用もかかるということで、そこまではなかなか到達でき

ないとは思うのですけれども、１つ武道という教えの中で大切なものがございます。それ

は、日本人古来から伝統のように受け継がれております武道の心であります。勝負ではな

く、相手を重んじるという武道の心でございます。これは専門家がいらっしゃらないとい

うことでしょうけれども、どのようにこれからお教えしていこうと考えているでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育長、伊藤君。 

○教育長（伊藤直樹君） 武道の心については、専門家がいなくても、日本人ですから、その

辺はわかると思います。 

  警察のほうにも講師をお願いしようかなということも出ていますので、とにかく礼儀だけ

はしっかり教えようと、そういうふうに構えているところです。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 59ページの非常勤職員人件費で、図書室の司書の人件費ですけれども、

図書館の司書には、私、大学時代にすごくお世話になりましたが、司書の仕事は非常に専

門的な業務がすごく多いのです。全国の図書館とやりとりしたり、世界中の図書館とやり

とりしたりして、必要な非常に専門的な文献を取り寄せてもらうとか、あと膨大な図書を

整理するという仕事があるかと思うのですけれども、うちの小笠原村の場合は、図書館で

はなくて図書室という部分の中で、図書室のこの司書の人件費、恐らくこの金額だと２人

分だと思うのですけれども、２人も司書が、専門職が果たして必要なのかなと感じており

ます。 

  今働いている方は当然必要だとは思うのですけれども、今後、例えば人員が変わったとき

などは、うちの村の図書室の規模を考えると、司書という専門職は１人で十分なのではな

いかなと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、佐々木君。 
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○教育課長（佐々木英樹君） 図書司書の非常勤の対応ということでございます。司書は２名

いたのですけれども、お１人がちょっと家庭の事情でおやめになったということで、今は

１人です。その１人の方も、１日、朝から夕方までという勤務状況ではないという部分が

ありまして、２人で何とか1.5名分程度の勤務状態です。今、実際のところ、１人しかおり

ませんので、今また２人目を募集中でございます。 

  これについても、なかなか司書の資格を持っている方はいないということで、今、応募が

ない状態です。しばらく様子を見て、この４月の異動の中で、資格を持っていらっしゃる

方がいれば、何とか来ていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） インターネットが普及するこの時代に、２人はちょっと要らないので

はないかなと私は思っています。 

  すみませんでした。２人雇っていると思いまして、誤解をしていました。すみませんでし

た。 

  もう一点あります。60ページの給食事業費ですけれども、前に村長にはお伺いしたことが

あるのですけれども、教育長に今回はちょっとお聞きしたいと思います。 

  給食事業費ですけれども、この350万円、これは村の単費です。村の単費で全額出してい

て、親からは、たしか徴収はしていなかったと思います。 

  この給食事業なんですけれども、そもそも戦後のＧＨＱの施策から始まって、その後、カ

ルシウムは別にもう足りているということで、酪農家の保護という部分で牛乳の給食がず

っと継続をされてきました。このような時代背景の中で、今、小笠原小学校、中学校、親

のお弁当を持ってくる中で、果たしてこれは村の単費で300万円もかけて補助給食を出す必

要性があるのかなと、ちょっと疑問に思っています。その点はいかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育長、伊藤君。 

○教育長（伊藤直樹君） 学校給食につきましては、今、一木委員がおっしゃったとおり、も

う食料事情は解消されていますので、給食の役割は終わったというふうには思っています。 

  今、小笠原小学校、中学校、母島も含めて、毎日配っているのは牛乳です。牛乳は、なか

なか常に手に入る状態にはなかった事情が今まであったので、学校でとりあえず子供のカ

ルシウムの確保をしようと、そういうことで続けられてきたのだと思います。ですから、

この先もこれは続けていっていいのではないかなというふうな気がしています。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 
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○委員（一木重夫君） もし続けるにしても、親というか、子供たちに選択してもらって……。

お弁当に御飯を持ってきている子供なんかは、牛乳と御飯の組み合わせ自体が合わないと。

飲むのが嫌だという子もいますし、みんな一律で給食で牛乳というのはどうなのかなと。

せめて選択制にして、給食費として親からきちんと徴収するというのが正しい姿ではない

かなと思うのですけれども、その辺はいかがですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育長、伊藤君。 

○教育長（伊藤直樹君） 村民の皆様からそういう声が上がるのであれば、こちらのほうもぜ

ひ検討していきたいというふうな考えを持っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） これは村の単費でやっている300万円なので、この300万円を出産の補

助に回したらいいのではないかなと思うのです。これは一般財源でやっている話なので。 

（「いいんじゃないのか」と呼ぶ者あり） 

○委員（一木重夫君） これ全部を出産費補助に回したら、年間に大体30とか40の出産がある

ので、プラス10万円出産費補助が上がるのです。その辺、予算を立てている村長のほうは

いかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず、出産補助のほうについてお答えをしたいと思うのですが、どこ

まで十分であるかどうかはともかく、不足をしているという金額ではないのではないかと。

今お出ししているものは一定のご満足をいただいているレベルにあるのでないかという判

断をまずしています。 

  その上で、今の給食費のことでございますが、ほかの自治体が給食を実施してきた中で、

私どもの自治体は諸般の事情から学校給食というのはできない。また、それは予算面もあ

りますが、立地的なもろもろの条件下の中でやってこられなかったという事情があります。

それを補食給食という形でやらせていただいたという経緯もございますので、一木委員の

お考えとか思いが決してわからないわけではないのですが、行政を預かる者としては、補

食給食をやめて、そのほかに回すというような考え方ではなくて、ご指摘をいただいた補

食給食のあり方、そういうようなことについては、教育長とも、また担当の者ともいろい

ろ協議をしたいと。 

  それから、やはりお子様を学校におやりになっている方々のご意見も当然あろうかと思い

ますから、その辺をやはりきちっと把握する、そういうことに努めて、その上で補食給食
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のあり方を考えていきたい、このように思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  片股敬昌副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 文化財保護事業費で、59ページです。そのことでお伺いします。 

  どうにも……。一つの例えですけれども、小曲のところに、大砲というのですか、高射砲

みたいなものがあるのですけれども、それを見るにつけて、いつも風雨にさらされて、そ

のまま錆びて朽ち果てていく。非常に残念だなと思っていつも見ているのですけれども、

こうしたものは戦跡ガイドをしている皆さんにとって、非常に重要な観光収入というので

しょうか、そういうものにもなっておりますし、こういうものを村指定の文化財というこ

とで指定してやっていくことはできるのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） 文化財についてでございます。文化財の保護審議会という中で、

いろいろどういうものが好ましいのかという話し合いをしていただいております。その中

で、ある程度線引きをしているところですが、戦跡につきましては文化財には該当しない

のではないかという判断を持っております。ですので、歴史的な背景といいますか、昨年、

一昨年ですね、村の文化財を３点指定しておりますが、やはり幕末から明治維新にかけて

小笠原が開拓されたという、そういう歴史的なものについて審議していただいて、文化財

に指定させていただいております。 

  戦跡についてもいろんな調査をして、どこに何が、どんなものがあるかという、トーチカ

も含めて調査はしておるのですが、それをすべて文化財というふうな形になりますと、か

なりの数ということになりますし、そもそも文化財には馴染まないのではないかというと

ころでの判断でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 片股敬昌副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 指定はなかなか難しいという判断のようですけれども、保護事業

としてこれから考えるということはできるでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） 初めから全くだめだという判断ではないのですが、あくまでも

今の状況でいいますと、戦跡という中ではちょっと該当しないという判断をさせていただ

いております。 

  将来的には、また考え方とかが変わっていくかもしれませんので、ゼロということは一概



－６８－ 

には言えませんけれども、今のところはちょっとなかなか難しいという判断をさせていた

だいております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 給食の話が出ましたけれども、違った意味で、補食給食を今やってい

るのは、何とか給食をやりたいという考え方があったのだけれども、給食ができないから

補食給食をやっていたということであっただろうと思います。 

  僕は、できるなら給食を進めていったほうがよろしいのではないかというふうに思ってい

ます。それにはいろんなハードルがあるでしょう。それで、我々が聞いたときには、医療

体制も含めて大変不安だということも聞いたことがありますし、そういうこともあったの

で、いろいろ考えるところはあるとは思いますが、また別の方向から、どうやったら進め

られるかということも本当は考えていただきたいというふうには思っております。これは

意見です。 

  質問は60ページのソフトバレー交流大会事業費、今回、これは昨年度に比べて大きく増え

ております。これについてご説明をお願いいたします。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） ソフトバレー交流大会ということでございます。これは毎年は

やっておるのですが、この平成24年度につきましては、開催場所を小笠原でやるというこ

とになります。４年に１度ということで小笠原に来るんですが、それまでは、他の島しょ

のほうで回っておりました。それで平成24年度については増額になっているということで

ございました。失礼しました。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） わかりました。200万円ばかりついていて、今までが二十何万円だと

いうので、それは何か特別な事情があるのだろうというふうに思いました。 

  今度は教育費には余り関係ないかもわかりませんが、ここに出ている財源構成の中で、余

剰電力売却費みたいなものがありますよね。これは建設水道課長に聞いたほうがいいかも

わかりませんが、小学校、中学校費、10万2,000円。だから、２つ合わせると20万4,000円

の予算計上をされていると。これは母島の小・中学校のソーラーシステムによる電気をま

ず使っている。これがそれで余った分の売り上げで、また歳入で入ってきたということで

しょうが、そのことについて、去年は７万5,000円か。だから、15万円ぐらいだったのです



－６９－ 

が、増えているということで、このソーラーシステムというのは、あれは結構、結果的に

はかなりいい効果を上げているかどうか、建設水道課長に聞きたいのですが。 

（「ページ数は」と呼ぶ者あり） 

○委員（池田 望君） ページ数は58ページ。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） すみません、直接予算構成に携わってはおりませんけれども、

専門的な意見、知識ということで述べさせていただきますと、母島の小・中学校でソーラ

ーを導入した際に、今たくさん導入されているものがハイブリッドタイプというもので、

非常に発電効率がよいものを採用しております。一般的には、50キロの発電設備ですと、

７割から８割程度の発電しかしないと言われていますけれども、前回、同じような質問を

受けまして、そのときも発言しておりますが、小笠原は日照効率が非常によくて、他の地

域に比べると日照効率がよい。結局、小笠原が南に位置している関係もあって、非常に日

照効率がよいというのもあるのですが、それと機材の選定について、いいものを採用して

いるという点では非常によかったと。 

  同じものが複合施設のほうでも採用されておりますので、小笠原についてはＰＶ―ソー

ラー発電のことをＰＶといいますが、その採用については非常によろしいし、今後もやっ

ていくべきではなかろうかというふうに考えます。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 一般質問等でもいろいろ質問しておりましたが、結果、やっぱり小笠

原では太陽光の発電は有効であるということと、それだけでは全部が賄えるとは私も思い

ませんが、こういうふうに一つずつ、予算の中でも余剰電力を売却できるとか、そういう

メリットについても出てきておりますので、どうか村長にお願いしたいのですが、これか

らいろんな意味で、そういう自然エネルギーを有効に、太陽光エネルギーを有効に使う施

策を進めていってほしいです。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 小笠原で有効な自然エネルギーは太陽光だと思います。今ご質問にあ

りましたように、それですべてが解決ということではございませんが、まず小笠原、当地

においては自然エネルギーは太陽光が有望だと思っております。 

  全体の枠組みの中で考えなければいけないこともありますが、当面、新しい施設をつくる

ときには、太陽光の発電を取り入れるということで進めておりますので、まずはそういう
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ことは継続をしてまいりたいと、このように考えています。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 57、58にある小・中学校の耐震補強工事、文言を読むと、「耐震補強

工事設計委託」となっていますから、もう調査は終わっているということですよね。 

  それで、これはどの程度まで補強を考えているのかをお聞きしたいと思います。どの程度

までというよりかも、現実的にすべての建物がそうなのか、そしてその中で幾つかは本当

に早急な対策が求められている部分もあるのかどうなのかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） 耐震補強工事ということでございます。今年度、耐震診断を実

施しております。そして、その結果としましては、業者からの報告は上がっておるのです

が、その報告を第三者機関に評価してもらうということがありまして、これが大震災の関

係でなかなか対応ができないということで、かなり遅れておりまして、今月中にその判断

が出るというふうに聞いております。 

  その結果に基づいての話になるのでございますが、今のところ、父島の小学校の校舎、中

学校の校舎、小・中学校の体育館、この３つの建物、母島は体育館、合わせて４つの建物

を調査しておりまして、父島、母島両体育館ですね、これの屋根部分の補強をしなければ

いけないのではないかという報告が上がっております。校舎につきましては、耐え得ると

いう判断が出ているということでございますので、来年度としましては、体育館の屋根の

補強、父島と母島、２つの建物をやるための設計を今回上げております。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 小・中学校を建てて、多分44年目ぐらいだと思います。そうすると、

建物自体の耐用年数も当然加味しなければいけないという中で、どこまでこの耐震補強工

事をやるのかわかりませんけれども、今は屋上という部分が非常に危ないという意味だっ

たよね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員（杉田一男君） 体育館はね。 

  だから、その辺を加味して、当然耐震補強もやらないといけないと思うのですけれども、

この小・中学校建て替えについては、今、話は出ているのですか。それとも、まだ出てい

ないので、ここはちゃんとした形で耐震補強しようということですか。どっちでしょうか。 
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○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） 父島の小・中学校の校舎の建て替えということにつきましては、

前々からいつかは行わなければいけないということでありました。その中で、この耐震診

断の結果がどう出るかによって、その進め方が変わってくるのではないかというところで

ございました。 

  実際、その報告の中で校舎がもう本当に危ないのだということであれば、もう一番に建て

替えに対して進めていかなければならなかったところですが、今のところさほど大きな問

題はないということでございますので、その耐用年数に合わせた形で、建て替えというの

はこれから進めていくことになると思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） これは村長にお願いしておきますけれども、44年、返還当初に建てた

校舎ということで、はっきり言って、今のような先進的な機械も技術もまだ薄い時代でし

たので、そういう意味で、耐震補強をやるには安全面に一番力を入れて、その辺も加味し

ながらぜひ進めていただきたいと思っております。これはやはり安全第一でぜひお願いし

たいと思います。その辺をひとつよろしくお願いしたいと思いますが。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今、第三者機関の評価待ちをしているところでございますが、調査を

していただいた結果では、校舎のほうはどうやら耐震工事の必要がないようなところで、

私もいささか、ああそうなのかというようなところでございますが、先ほど来いろいろ子

育て支援のこと等々でもございますけれども、この建て替えの問題、それからほかの施設

を建てるという、これをどういう順番でやっていかなければいけないのか、その優先順位

ということが大変これからの計画に大きな、その判断の基準になります。そこら辺はよく

よくわきまえた上で、優先順位を決めて対応をしてまいりたいと、そのように思っており

ます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） すみません、次からちょっと項目が出てこなくなるので、ここで質問

させていただきます。 

  説明書の各款それぞれのページ、かなりのところに庁有車管理費というのが出てくるので

すけれども、村役場に車は何台ぐらい今あるのでしょうか。 
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○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 役場が所有している車でございますが、父島、母島それから硫黄

島もございます。それから準用といたしまして、例えば清掃車ですとかバキュームカー、

バイクも入れてそういうことをもろもろ合わせますと、一応99台ございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 大変な数ですけれども、例えば管理はどのようになっているのでしょ

うか。１台１台に管理責任者がついて管理しているのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 管理でございますけれども、とりあえず担当ということで、一応

各課のほうにそういう管理をほうを任せております。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 例えば運行記録簿とか、そのような簿冊で運行記録とか使用状況を管

理しているようなことはしておりますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） それも含めまして、各課のほうに管理を任せてございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 運行記録簿という、そういう資料、簿冊を用意して、きちっとそこで

記録をして管理しているということでよろしいのでしょうか。 

（「それを含めましてという」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） その運行記録簿を一々つくる、つくらないも含めまして、一応各

課のほうに任せているということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） あるのでしょうか、ないのでしょうか、どちらでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 運行記録がきちんとあるところと、ないところとかがあるという

のが現実ということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） わかりました。よくわからない管理をしているようですね。 

  実は、村民の方からこういう話を聞いたのです。役場の職員の方はいいねと。なぜかとい
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うと、職員住宅を引っ越すときに村役場の車で引っ越し用品を運べていいねという、そう

いう話を聞いたのです。そのような事実は聞いておりますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 職員の引っ越し等の歳出で、前も敷金のほうからもご指摘いただ

いたと思いますけれども、一応職員の私的な使用については控えるように指示してござい

ますけれども、職員の引っ越しにつきましては、全体的な中でみんなが助け合うというこ

ともございますので、そういう中で一部庁有車を使っての引っ越しということも実際上ご

ざいます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） それでは、庁有車を使っての引っ越しは、村役場として許可している

ということでいいのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今、そういう事実もあるということを総務課長が言いましたので、今

後……。許可はしておりません。そういうことのないように指導を徹底します。大変申し

訳ありません。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） そうですよね、これ、引っ越しというのは多分私用でしょうから、そ

れに公有車を使うというのは全くもって言語道断。そこで使われていた燃料費は、これは

もし返還訴訟を起こされれば、返還しなければいけないという結果になると思うのですけ

れども、どうでしょうか、村長、これから財政健全化に取り組むと、経費の削減にも取り

組むということ、これは末端の職員にきちっと村長の意思というのが伝わっているのでし

ょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 伝わっていると私は思っていますが、このような事例があるというこ

とですから、現実は違うということになろうかと思います。 

  かつてのとは、庁舎のあり方、車の使用のあり方、相当変えてきたつもりですが、まだま

だ至らないところがあろうかと思います。今の管理のあり方についても、あいまいなお答

えしか出せなかったというのが現実でございますので、この辺のことも含めて、きちっと

一度整理をさせていただきたいと、かように思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 
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  鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） 59ページの２番の３、島しょ交流大会経費24万7,000円で、その上の

中学生友好町村交流事業費90万円となっていますが、これは中学生が何人かで友好町村に

行くということでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） 中学生の友好町村交流事業ということでございます。これにつ

きましては南アルプス市との交流でございまして、隔年でこちらから南アルプスへ行くこ

と、向こうからこちらに来るというようなことを１年ごとにやっております。 

  平成24年度につきましては、南アルプス市の中学生が小笠原のほうに来るという、その対

応の経費でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） 南アルプスのほうが来るということで、この90万円というのは、幾ら

がしか小笠原のほうからも負担をしているということですか。例えば旅費だとか宿泊とか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） ここでの90万3,000円につきましては、こちらに来ていただい

て、こちらでの対応の経費になります。ですので、南アルプス市の中学生の旅費とかにつ

きましては、南アルプス市のほうで負担しているということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） こちらの滞在費ということですね。 

  ということで、これはあれですよ、子供たちのことですから、ぜいたくということではな

いのですが、いい形でいっぱい小笠原のよいところを持って帰ってもらうように、増額し

てもいいと私は思っていますので、よろしくお願いします。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に公債費、諸支出金、予備費についての質疑に入りま

す。 

  お手元の予算説明書のうち60ページから61ページまです。 

  質疑のある委員はよろしくお願いします。挙手をしてください。 

  片股敬昌副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 実質公債費比率が大体18％以上になりますと、黄色信号と言われ
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ております。村の昨年度、今年と将来の見通しについてちょっとお話しください。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 片股委員のご質問にお答えいたします。 

  健全化判断比率の関係になりますが、実質公債費比率のご質問でございます。昨年の決算

におきまして、平成22年度の実質公債費比率につきましては、13.9％ということでご報告

をさせていただいております。今のところ、平成23年度の見込みが14.5％、平成24年度以

降、15.9、16.6、17.3、17.5と上昇する見込みでございますが、今のところ、18％までに

は届かない推測でございます。 

  ただ、議会あるいは監査委員からもご指摘をいただいておりますように、十分に注意をし

て財政運営をしていくということには変わりはございません。 

○委員長（稲垣 勇君） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） では、また60ページの公債費について、前年度と比べて元金の返済が

多いのに、利息が前年度より少ないと。逆に言うと、前年度の利息が高いということがこ

れを見てわかるのですが、これは借りたときの利率が違ってこうなっているのですか、そ

れとも何か特別な理由がありますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） この公債費、借金ということですが、基本的にはほとんど国から

お借りをしているという形になりまして、その償還については元利均等償還という形式に

なっております。そうしますと、元金と利子を合わせた金額を、一定の額を毎年返してい

くという計算でございます。最初のうちは元金に対する償還金は少ないのですが、利子の

ほうが多いと。ただ、元金を少しずつ返していきますので、その少なくなった元金に対す

る利子はだんだん少なくなるというような計算でございますので、そのような印象がちょ

っとあるのかもしれませんが、そのように考えますと、今、平成24年度はその償還の今の

ところのピークということで以前にも説明させていただいております。今後、多少元利償

還額、返還の額については減っていきますが、ただし簡易水道事業等の問題、大きな事業

もまだありますので、これからさらに村債の借り入れをしなければなりません。その分に

ついては増えていくという部分がございますので、先ほど申しましたように、平成27年度

ぐらいに実質公債費比率がかなり高くなるという結果にはなります。 
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○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） 61ページの新規ですけれども、特定防衛施設周辺整備という交付金

上、基金で積み立てたわけですけれども、聞くところによると、毎年このような形で、同

じような金額が入るような話ですけれども、これは大規模な硫黄島の基地使用ということ

で今年度から入ったと思うのですけれども、これにはやはりＮＬＰ、ＬＣＡＣまた掃海訓

練等を含めまして、まず漁業協同組合等の関連も非常に大きいという話です。これにつき

まして、恐らくこの積立金が毎年入るという話なので、どのような形でこの積立金が今後

活用されていくのか、ちょっとその辺のところを、もしお考えがありましたらお知らせ願

いたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） この特定防衛施設周辺整備調整交付金につきましては、新たな財

源といたしまして、議員の皆様にもいろいろとご努力をいただきまして、防衛省のほうで

認めていただいた部分でございます。これについては大変感謝をさせていただきたいと考

えております。 

  使い道の問題ですが、一度積立金という形で積み立てをいたしますが、これにつきまして

は使い道が自由になるということではなくて、使い道とセットで積立金に積むという形の

申請を防衛省のほうにしなければならないことになっております。現在、防衛省のほうと

は、この積立金を含めたこの交付金を介護サービス事業に充当させていただく。在宅高齢

者サービスセンターということになりますが、介護サービス事業に使わせていただくとい

うことで、計画について既に申請、承認もいただいているところでございます。 

  今後、ほかの事業等に充当していくということがもし出てくれば、その段階で防衛省には

新たな形で申請あるいは変更という形で、許可といいますか、承認をいただかなければな

らないということになりますので、今後何かそういうことがございましたら、また手続を

進めていくことにはなります。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） ほかの事業にも必要があれば使えるということですけれども、先ほ

ど出ましたように、今、東京都が耐震の事業を行っておりますけれども、漁村集落という

ことで、基地を含めまして、海のそばのいろいろな施設について、耐震調査が第１次は終

わりましたけれども、この４分の３は東京都が見ると。あとの４分の１はその担当という
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より、担協ですね、父島、母島合わせた担協が持たなければならないと思うのですけれど

も、それについて、先ほどお話ししたように、両漁業協同組合がかなりこのお金に対する

関連があると思うのですけれども、その４分の１につきまして村はどのような形で関わっ

ていくのか、ちょっと産業観光課長、お願いいたします。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 今年度、年度途中で東京都のほうで震災対策ということで上

がった事業で、９月でしたか、補正で村が一旦東京都の補助を受けて、今回の調査につい

ては４分の１も村がお出しする形で事業補助をして、今、調査をされていると思います。 

  来年度以降につきましては、その中で耐震性がないという施設について、改修や取り壊し

について東京都は補助するということは決めております。村なり両漁業協同組合と実際に

具体的に改修や取り壊しを行う事業について、いつの時点でどれを行うかというのはこれ

からのことでございますので、またその金額等に合わせて、村の中で財政とも相談しなが

ら、今の財源でいくのか、ほかの財源で見るのか、そういったことも相談させていただけ

ればと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） よろしいですか。 

（「よろしいです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 質疑がないようですので、一般会計歳出について、質疑はほかにあ

りませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） もしありましたら、また総括の中でやりたいと思います。 

  次に、特別会計に入りますので、ここで一旦休憩したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、10分間休憩し、４時から再開します。 

（午後３時５０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○委員長（稲垣 勇君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後４時） 

───────────────────────────────────────────────── 
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○委員長（稲垣 勇君） 次に、国民健康保険特別会計予算（案）についての質疑に入ります。 

  お手元の予算説明書のうち69ページから78ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に簡易水道事業特別会計予算（案）についての質疑に

入ります。 

  お手元の予算説明書のうち82ページから85ページです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 87ページの簡易水道事業の借金をする部分ですけれども、まず伺いた

いのは、浄水場の移転の総事業費とあと国・東京都・村のそれぞれの予算がおよそ幾らぐ

らいなのかを教えてください。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 浄水場の移転に係る経費ですけれども、平成24年度から本格

的な工事に入ります。一応３カ年をめどに、総事業費で、おおよそですけれども30億円弱

というふうにご認識をいただきたいと思います。30億円をちょっと切るぐらいです。29億

円ちょっとになります。 

  国の補助金ですけれども、国補助のほうは、ありがたいことに復興枠を特別枠として設け

ていただいて、振興開発事業費ですけれども、復興枠ということで２分の１が国の補助金

になります。さらにその２分の１、全体の４分の１になりますが、それが東京都の補助金

になります。残りが起債という形になります。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） そうすると、30億円の事業のうち約７億円ぐらいが村の予算というこ

とになるかと思うのですけれども。およそです。この７億円のうちその借金はどれぐらい

の金額をするのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 単純計算になりますが、30億円のうち２分の１が国の補助金、４

分の１が東京都の補助金ということになります。２分の１は15億円になりまして、４分の

１は７億5,000万円ということになります。村が残りの４分の１について負担するわけです
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が、７億5,000万円のうち一応起債で90％を賄える計算になっております。90％ということ

ですので、大体６億7,000万円ぐらいを起債の村債ということで立てさせていただく予定で

ございます。残りにつきましては、村の負担というのは2.5％という計算になります。全体

の事業費の2.5％が、起債を除いた村のほうの負担ということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 約７億円というふうに言いますけれども、７億円の借金は、これはど

のような借金でしょうか。辺地債が使えないというふうに聞いたのですけれども、どのよ

うな借金で、そのうちの何割を地方交付税で補填をされるのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 簡易水道事業につきましては辺地債の対象になっておりませんの

で、一般公共債という起債枠で起債をさせていただきます。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 一般公共債は地方交付税でどれぐらい、何割ぐらい面倒を見てもらえ

る借金なのでしょうか。 

  ちなみに、辺地債は、たしか借金をしても８割が地方交付税でまた算入をされると聞いて

いるのですけれども。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 一般公共債の場合、地方交付税の算入率はおおむね50％というこ

とになっております。現在のところということですが、50％ということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） そうしますと、７億円のうちその半分、3.5億円が大体実質的な村の

負担になろうかと思います。これはかなり大きな金額だと思うのですけれども、先ほど辺

地債ではちょっと対象にはならないということだったのですけれども、これは何とか勉強

して工夫して、その辺地債でというわけにはいかないのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 今の国のといいますか、起債のシステムの中では、簡易水道事業

については辺地債の対象に含まれていないということでございますので、これは小笠原村

だけの問題ではございませんので、それについてはなかなか厳しいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 
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○委員（一木重夫君） わかりました。 

  3.5億円の実質的な借金が増えるということですけれども、そうするとやはり将来負担比

率も増えてくるかと思うのですけれども、将来負担比率の今後の平成24年度、平成25年度、

平成26年度、平成27年度くらいの見込みというのはどの程度でしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 先ほど片股委員からもご同様の質問がございましたが、今のとこ

ろ財政フレームで計算しておりますのが、実質公債費比率、平成23年度の見込みで14.5％、

平成24年度で15.9％、平成25年度で16.6％、平成26年度で17.3％、平成27年度で17.5％と

いうふうに見込んでおります。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） すみません、それは実質公債費比率だと思うのですけれども、将来負

担比率です。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 失礼しました。将来負担比率でございますが、平成23年度につき

ましてはマイナス……。マイナスといいますのは、将来負担比率がプラスの割合ではなく

て、マイナスになるという見込みをしております。これは今のところ、財政需要額、標準

財政規模等のいろんな計算の中からそのような金額が出ております。また、今いろいろと

積立金を将来に備えて積み立てをしておりますので、そのような積立金も含めた計算の中

で、将来負担比率については、平成22年度の決算では3.2ということだったのですが、平成

23年度の見込みでは、さらに下がってマイナスの値、マイナスの値はゼロということにな

りますが、平成24年度についても同様にマイナス19.7、平成25年度もマイナス9.5、平成26

年度がマイナス6.4、平成27年度で2.2という数字を今、財政フレームとしては予測をして

おります。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） マイナスの将来負担比率というと、かなり財政的にはすばらしいので

はないかなと思うのですけれども、それでも3.5億円借金ができるということなので、これ

はちょっと今後、検討課題だなというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 
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○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に宅地造成事業特別会計予算（案）についての質疑に

入ります。 

  お手元の予算説明書のうち90ページから91ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 宅地のことでちょっと一言、二言ございます。午前中に杉田委員が質

問をされたということですけれども、私も同じように、ちょっと質問がございます。 

  この宅地の売れ残りについて、かねてから課題となっておりますけれども、私もこれは重

要な課題だというふうに考えております。 

  平成22年の12月議会で、平成23年度中にはきちんとした結論を出したいというような財政

課長の答弁があります。平成22年度も頑張ったのですけれども、それではちょっと解決が

できないということで、平成23年度中にはきちんとした結論を出すと。早い段階で議会に

はご相談したいというふうに考えておりますというふうに答弁をしているのですけれども、

平成23年度、もう終わりです。何も相談がないのは、これはなぜでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 宅地造成事業につきましては、扇浦分譲地の売れ残り区画がある

ということで、議会のほうからもいろいろとご提言あるいは意見をいただいております。

それに対しまして、私のほうとしては、平成23年度中には何とか売り払う方法についてご

提言、ご相談をしたいという答弁をさせていただいております。その後、いろいろと検討

はさせていただいて、役場の内部でも幾つかの案についての検討をさせていただいたので

すが、なかなかその辺の意見がまとまらないところもございまして、さらに時間をもう少

しいただきたいということでさせてはいただいております。大変申し訳ないと思いますが、

村長のほうからもご答弁させていただいているように、平成24年度中にはその辺の結論を

出して、提示をさせていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 平成22年度も待ちましたし、平成23年度も待ちました。平成24年度は

必ず結論を出していただきたいと思っています。 

  また、世界自然遺産登録になって、今、アパートが足りません。どこもアパートがいっぱ

いで、新しく人が住めないという、今そういう状況に小笠原はなっていると聞きました。

そういった意味からも、この宅地、分譲地の売却といいますか、その有効活用をしていく
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というのは、これは極めて大事なことだと思っております。早目に結論を出して、大変な

事業になるかと思うのですけれども、村長のほうで早く決断をしていただければと思って

おります。村長から一言お願いします。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 午前中に杉田委員のご質問にも答弁をさせていただきましたが、この

事業に関しましては、事業を始めたときに分譲のいろんな要件がございました。それを改

めて勘案して、少なくとも私は当時、議会におりましたので、そのときの議論をよく覚え

ております。まず既に分譲地をお買いになって、既にお住みになっている方のご意見等も

担当方では２回ほど集会をやって伺っております。その皆さんと大きなそごがあってはい

けないというのが基本的な考え方です。 

  例えば今、一木委員がおっしゃいましたアパート、ここの分譲をするときにもその議論が

出まして、それ以前の村の分譲地はアパートを経営することが許されておりましたが、こ

の分譲地ではそれは認められておりません。そういう一つ一つを私は精査をいたしまして、

お時間がかかって申し訳ありませんが、そこのところを勘案した中で、平成24年度中に新

しい方針を出したいということを答弁させていただきましたので、よろしくお願いを申し

上げます。 

（「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に介護保険事業（保険事業勘定）特別会計予算（案）

についての質疑に入ります。 

  お手元の予算説明書のうち94ページから100ページまででございます。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に介護保険事業（介護サービス事業勘定）特別会計予

算（案）についての質疑に入ります。 

  お手元の予算説明書のうち104ページから107ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 
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（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に下水道事業特別会計予算（案）についての質疑に入

ります。 

  お手元の予算説明書のうち112ページから115ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

  片股敬昌副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 112ページです。この下水道処理料金について、現在、一般会計

のほうから繰入金が出ているということで、前々からこういう話し合いがなされてきたと

思います。この件についてちょっとお尋ねしますけれども、先ほど来、財政課長などの話

からありましたように、村の財政というのはやっぱり楽観が許されない状況だというふう

に思います。そういう中で、今、料金体系について村の考えを私どもも聞きましたけれど

も、そうしたこと、村の財政全般を考えますと、料金改定というものは当然必要だろうと

いうふうに私は思うのですけれども、いわゆる弱者に対しての支援体制というものについ

てどう考えているのか。特に介護認定を受けて在宅介護をしている、こういう人たちも同

じように改定料金が適用されるのかというようなことをちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 使用料の改定につきましては、今のところ、そういった考え

といいますか、従来の方法を踏襲する形で考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） いいですか。 

（「従来の。わかりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に浄化槽事業特別会計予算（案）についての質疑に入

ります。 

  お手元の予算説明書のうち120ページから123ページでございます。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 浄化槽事業で今回、予算計上されている部分、どこの場所にその浄化

槽を設置しようと思っていらっしゃるのか、これ、説明いただけますでしょうか。 
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○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 小曲地区で１件、アパート経営をしたいという方がいらっし

ゃいまして、もう２年ぐらい前からご相談に見えてございます。その方の事業計画によれ

ば、平成24年度にやりたいということですので、計上させていただいております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に後期高齢者医療特別会計予算（案）についての質疑

に入ります。 

  お手元の予算説明書のうち128ページから131ページです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に今までの中で保留答弁になっておる部分があります

ので、そこの回答を求めます。 

  財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 午前中のご質問の中で保留にさせていただいたものがございます。

一般会計の歳入でございますが、予算説明書の28ページでございます。国有提供施設等所

在市町村助成交付金の関係でございますが、この固定資産税見合いの算入対象に南鳥島の

施設、自衛隊施設が含まれているかどうかというご質問がございました。これにつきまし

ては、南鳥島の施設は含まれております。 

○委員長（稲垣 勇君） よろしいですか。 

  総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 先ほど消防費の関係で、消防団員の定数等についての質問がござ

いました。 

  まず、定数でございますが、一応60名でございまして、内訳は、団長１名、副団長２名、

分団長１名、班長８名で、団員が48名。１班が６名で８班ありますから、48名でございま

す。 

  充足率でございますけれども、平成21年度につきましては48名でございました。平成22年

度は52名、今年度でございますが、51名でございます。来年度でございますが、１名の方

が新たに退団予定でございまして、一応４名の方が入団予定ということで、平成24年度は
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一応54名ということになります。またさらに、年度途中でございますが、平成24年度の年

度途中にもう１名の方が一応入団する予定ということで、年度途中に55名になる予定でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 定数に比べて、団員数は数の上では満たしている。100％でなくても、

ほぼ満たしているだろうというふうに見えますけれども、消防団の活動を見ていると、や

はり常時出られる人、そして出られない人、その辺に大きな差があると思います。ですか

ら、団員というのは一応どういう規格で決めているかわかりませんけれども、当然、団員

数は多いほうがいいわけであって、多い中で、その場に合わせて参加できる人も多くなる

と。そのためにも、団員を増やす努力を行政としてやっぱりしっかりやっていただきたい

と思います。その辺、副村長、納得している顔をしていますけれども、これは副村長がや

るべき話だと思いますんで、考え方はどうですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 副村長、石田君。 

○副村長（石田和彦君） 今の杉田委員のご質問に答弁します。 

  私がこの島に赴任をしてから、過去に２回、団長とともに各企業、お礼とご挨拶と、さら

に団員の希望のある方には出していただきたいということで回りました。つい最近も団長

と話をしたのですが、そろそろまた各企業、団体のほうにご挨拶に行きながら、団の拡充

に努力しなければいけないねという話をしております。来年度早速、団長とともに年度当

初のご挨拶を含めまして、団員拡大に努力をしたいというふうに思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 行政でできる範囲で、ぜひ多くの団員に参加していただくという事柄

に沿って最大限努力していただきたいと思います。 

  やっぱり消防団は、いざ災害のときに、警察も、多分海上保安署等も一番頼りにしている

団だと思いますので、その辺を肝に銘じて、今後ともそういう形で取り組んでいただきた

いと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 
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○委員長（稲垣 勇君） お諮りします。 

  本日の審議はこの程度にとどめたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の審議を終了します。 

  次回は、明日３月22日午後２時より会議を開きます。 

  本日はこれにて散会します。 

  ご協力ありがとうございました。 

（午後４時３０分） 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまより平成24年度予算特別委員会を開会します。 

  出席委員が定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午後２時） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎審議方法について 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、本日の審議方法についてお諮りします。 

  事務局長に説明させます。 

○事務局長（セーボレー孝君） 説明いたします。 

  本日は、平成24年度予算案全般に関しての総括質疑を行った後、意見の開陳、そして採決

を行います。 

  次に、委員会審査報告書の取りまとめについてをお諮りした後、村長の発言をもちまして

本日の日程を終了する予定でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまの説明のように審議を進めていきたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、審議方法については、ただいまの説明のとおりと

決定いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎総括質疑 

○委員長（稲垣 勇君） これより本日の日程に入ります。 

  平成24年度小笠原村各会計予算案についての総括質疑を行いますが、その前に、昨日の質

疑の答弁で、財政課長から訂正の発言を求められておりますので、これを許します。 

  財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 大変申し訳ございません。昨日、一木委員のご質問に対する私の

答弁の中に誤りがございましたので、お詫びいたしまして訂正させていただきます。 

  ご質問については、簡易水道事業における起債の元利償還額に対する普通交付税の算入率

の問題でございましたが、算入率についてきちんと確認しないで、私、50％という答弁を

させていただきましたが、申し訳ありません、間違いでございましたので訂正させていた
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だきます。 

  一般公共債として起債する段階で、本来債と財源対策債の２つに区分されるということで、

90％が起債の充当率ですが、90％の中の50％が本来債、残りの40％が財源対策債というこ

とでございます。 

  普通交付税の算入については、財源対策債のみが算入されるということで、この元利償還

金の２分の１が普通交付税に算入されるということになります。 

  それで、全体の起債額とのパーセンテージでいきますと、平成23年度段階では、全体の起

債額の元利償還金の22％が普通交付税に算入されるということでございます。 

  大変申し訳ございません。きちんと確認しないで答弁しました。申し訳ありません。訂正

をさせていただきます。 

  それと、もう一つお願いいたします。これは、予算説明書のほうの記載のミスでございま

すが、予算説明書の46ページをお開きください。 

  予算説明書46ページ、中段でございますが、目の科目で、児童福祉総務費、この一番右側

の計上説明の欄でございます。 

  １、児童福祉事務費と書かれました下に、２番、事務用消耗品費、４番、総合行政システ

ム経費という記載がございますが、その下の１番、事務用消耗品費、２番、新総合行政シ

ステム経費の部分と重複して記載してしまいました。大変申し訳ございません。上のほう

の２番、事務用消耗品費、４番、総合行政システム経費、この２行を削除していただくよ

うにお願いいたします。２番と４番を削除願います。よろしくお願いいたします。 

  大変申し訳ございませんでした。 

○委員長（稲垣 勇君） それでは、総括質疑に入る前に、これまでの審議の中で質問、確認

など漏れているものがありましたら、ここで質問してください。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 今の訂正の答弁をいただきまして、昨日とは大分金額が違った形にな

ってしまったので、要は、村の実質的な財政負担が７億円ある。実質的には、昨日の話で

すと２億5,000万円ぐらいだということが、今日の話だと、およそ５億5,000万円ぐらいな

のかなという感じですけれども、そうすると、実質的な村の負担というのがかなり大きい

なと感じるのです。 

  そこで、村長にお伺いしたいのですけれども、この実質的な村の負担をなるべく軽減する

ために、いろいろな工夫とか、アイデアとか、あと、政治的な働きかけが大事になってく
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るのではないかと思っているんですけれども、その点、お考えはありますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） ご指摘は、一木委員のご指摘のとおりであります。 

  私が各関係機関にお願いするときに、必ずトータルで物を考え、お願いしてまいります。 

  例えば、今、ご質問にあった、そのことだけを切り出して、ここに重点的にということで

はなくて、相対的な枠組みの中で、どのような形で小笠原村にご支援をいただけるのかと、

そういう観点で考えておりますので、ご指摘は、一木委員のご指摘のとおりでございまし

て、その負担を軽減するために、私の場合には、相対的な枠組みの中で考え、関係各機関

にお願いしているというふうにご理解をいただければと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） わかりました。 

  もう一つ、今日、入った情報なので教えていただきたい部分があるのですけれども、今日

卒業式に参加しまして、校長先生のお話の中で、アホウドリの教室をやっているという話

が出たのです。大変いい授業だなと感じたのですけれども、予算説明書の中で、どの部分

になるのでしょうか。恐らく、57ページの教育振興費の部分になるのかなと思ったのです

けれども、その辺のご説明をお願いします。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育長、伊藤君。 

○教育長（伊藤直樹君） 小学校６年生が、今年度、アホウドリの学習をしています。できれ

ば、ケータ島（聟島）まで行ってという話もあったのですが、小学生の体力ですと、日帰

りの船は大変きついところがありますので、それは検討させてくれということで、今、検

討中です。 

  予算としては、総合的な学習の中に入っていると思います。それほどの予算は使っており

ません。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） わかりました。 

  小学生のことなので、安全性の面だとか、そういうのがきちんと確保された状態ではない

と、ケータ島（聟島）というのは難しい部分はあるかと思うのですけれども、すごく小笠

原らしい授業だなと聞いたときに思いましたので、小学校ではウミガメの授業をやってい

ますし、中学校ではイルカの個体識別もやっていますし、これにまたアホウドリが加われ
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ばすばらしいなと思ったので、ぜひ、前向きに検討してもらえればなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  片股敬昌副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 昨日、生活排水使用料のところでお尋ねしました。村の財政とい

うことを考えますと、改定が必要だということは、私も十分思っております。 

  その中で、今日までいわゆる弱者に対する減免措置、そういう措置というものはあったの

でしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 現在、下水道使用料、それから、浄化槽の使用料の減免につ

きましては、村の給水条例に準じまして基本使用料の減免を行っております。具体的には、

生活弱者と言われております生活保護、児童扶養手当、特別児童扶養手当、母子福祉年金、

もしくは準母子福祉年金などの支給を受けている方々でございます。 

  ちなみに、父母を合わせますと、約30件強の方々に減免措置を行っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 片股敬昌副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 要介護認定を受けまして、在宅介護をしている方々に対しての支

援はしていただけないでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 委員ご指摘の要介護認定を受けている方への減免措置につい

てということでございますが、これにつきましては、ほかの自治体の実態とか、当村の要

介護状況などを調べまして勉強させていただいて、今後の検討課題とさせていただきたい

と思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 教育費について伺います。 

  奨学金のところですが、300万円の奨学金が予算で措置されています。これは、平成23年

度は総務管理費で、平成24年度から教育費のほうに移ったのはどういうことかということ

と、今の利用状況はどういうふうになっていますか。その辺についてお答えください。56

ページの教育費のほうに載っています。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 
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○財政課長（今野 満君） この奨学資金につきましては、いわゆる教育の奨学資金というこ

とで、従来、看護師等も含めまして、別の奨学資金があって、総務管理費は総務課のほう

で所管しておりましたが、教育課のほうから、教育の奨学資金であるので教育のほうに移

すという申し出があって、科目を変えたものでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） わかりました。 

  利用状況について、お伺いいたします。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） 利用状況ということでございますが、平成11年度から始めてお

りまして、これまでの件数でいいますと、32件貸し付けております。貸し付けの総額につ

きましては、2,487万5,000円を貸し付けております。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 最近、奨学金の育英とか、ああいうところで、なかなか苦しくて学生

さんは奨学金を借りたけれども返してくれないとか、そういうことがいろいろ言われてい

ますが、小笠原のほうは、奨学金は平成11年から始めて、償還が来ているかどうかわかり

ませんが、償還が滞っているとか、そういうことがあれば、今報告してください。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） 就学が終わって１年たちましたら、１年の猶予があって、２年

目以降から償還ということになります。 

  今のところ、未償還ということで、不納欠損まで行くようなものは生じておりません。皆

さん、順調にお返しいただいているというところです。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） これから、そういう煩雑な事務処理も教育のほうで受け持つというこ

とになるのが本当にいいのかどうかというのも、ちょっと考えるところです。これから、

多分、そういう事務が増えてくるだろうと思うので、実際、お金なんかを貸し付けるとい

う部分については行政的には大変難しい部分もありますから、事務的にどう処理するかに

ついては、もう一度、考えていただいたほうがよろしいかなというふうに思いますが、村

長、どう思いますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） かつて、総務費として扱っていたというところに、今、池田委員ご指
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摘のような趣旨があったのだと思います。 

  先ほど、担当の答弁がありましたように、今回、そういう仕分けをしたわけですが、また、

いただいたご意見を踏まえて、財政課、それから教育課、それぞれ議論してまいりたいと

思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  なければ、１つ、40ページの上段の海路アクセス改善事業の関連で、支所長に答弁してい

ただきたいと思います。 

  たしか、今月６日に、母島で航路検討委員会、アクセスの会があったと思います。その中

で、今後のははじま丸についての要望があったと思いますが、どのようなことだったでし

ょうか。ここでお知らせください。 

  母島支所長、江尻君。 

○母島支所長（江尻康弘君） ３月６日に、父島・母島アクセスを考える会を開催いたしまし

た。開催に当たりまして、東京都離島航路改善協議会でまとめられました計画、平成28年

度の就航、また、定員増、速力アップ、所要時間短縮という計画を委員の皆様にお示しし

た上で、事務局案をたたき台に、参加された委員からのご意見をお聞きしながらまとめを

行いました。 

  ここのところのははじま丸の混雑状況もございまして、委員の方々からは、さまざまなご

意見をいただいております。その中で、以下のような取りまとめを行っております。 

  要望事項といたしましては、まず、基本的な項目といたしまして、１年でも早く、少しで

も早く、また、安定就航を望むこと。また、客室の居住性を確保していただきたいこと。

これは、定員の関係等いろいろございますけれども、横になって移動できるようなスペー

スをしっかりと確保いただきたいということでございます。また、貨物輸送能力を充実し

ていただくようお願いしたいと、まとめております。これには、主に、荷役能力の向上と

いう部分も重点的に挙げさせていただく予定になっております。 

  また、現在のははじま丸就航時点で、なかなか地元に事前に内容が示されておりませんで

した。その反省点から、今回、ははじま丸建造の際は、事前に資料等をご提示いただきま

して、地元の意見を聴取していただけるような場を設けていただけるように、ぜひともお

願いしますというような内容でまとめております。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） それと、この母島での意見を、いつごろ、どういう形で提出する予
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定でございましょうか。 

  母島支所長、江尻君。 

○母島支所長（江尻康弘君） ４月初旬に、伊豆諸島開発の方が小笠原に来島されるという予

定を聞いておりまして、母島には４月５日に来島され、村民の方々と意見交換の場を設け

ていただけるということになっておりますので、その際に、父島・母島アクセスの会とし

ての要望書のほうを提出するとともに、いろいろな面でも意見交換ができればと考えてお

ります。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長にお聞きしますけれども、これを村としてどのような扱いをし

ていくつもりでしょうか。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私の考えは、以前から申し上げているとおりでございます。村民の願

っていること、運行業者が可能であること、ここを意見交換をお互いにしながら、いいも

のをつくっていくということに尽きると思っていますので、２月22日に伊豆諸島開発にお

邪魔した際、一日も早く、母島に現地に来て、皆さんとの意見交換をやってくださいとい

うことで、来月、来ることになっています。 

  今、支所長が答弁しましたように、先般のアクセスの会のことは、もちろん、正式な要望

書ということもあれですが、メモ等をその前にお送りして、実際に、母島での会合が実の

あるものにして、それを積み重ねていいものをつくっていくということが肝要なことだと、

このように考えているところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） それでは、総括質疑に入ります。 

  総括質疑のある委員は、挙手をしてください。 

  それでは、高橋研史委員から順に行きます。 

○委員（高橋研史君） それでは、総括質疑ということで、公費に関連することで１点、総括

質問したいと思います。 

  本定例会開会中に、村が事業委託で行っている観光マーケティング調査の速報という形で、

世界自然遺産登録後のいろいろなアンケートに対する回答が出てまいりました。この内容

は、村長、お耳には入っておりますでしょうか。もし、入っているようでしたら、率直な

村長のご感想をお聞きしたいと思います。 
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○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 中間発表の速報を見させていただきました。私にとっては、予想どお

りのアンケート結果だなというところでございます。もう少し厳しい意見の出る分野もあ

るかなと思ったところでございますが、相対的には、大体、私が予測したような結果であ

ったと、そのように思いました。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 私は、今、ちょっとびっくりしました。アンケート調査は、全般にわ

たって小笠原の満足度が落ちると。お客様の期待にかなり沿えない部分が出てきたという

のが結果ですけれども、やはり、村長は、そういう結果が出ると事前にわかっていたので

すか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私は、世界自然遺産に登録された後、恐らく、増えるお客様というの

は今までと違った形で、年齢の高い方だろうということを予測し、議会の中でも、そうい

うご答弁をさせていただきました。この方たちは、世界各地にも行っていたり、ほかの観

光地にも行っていたり、ツアーでいらっしゃるお客様が多い。これが、私の分析でござい

ました。 

  したがいまして、おがさわら丸の居住性ですとか、小笠原の宿の居住性ですとか、そうい

うことに関して、今まで小笠原に来ていただいた方よりも厳しい意見が出るだろうという

ふうに思っておりましたので、私個人としては、ほぼ予測した範疇だったということでご

ざいます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） それでは、多分、予測に基づいた予算をつけて、来年度のいわゆる観

光振興施策を考えたと思うのです。この予測に基づいた施策が、この中に何かありました

ら、今、この場でお教えください。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私は、登録を目指してきたときから、集客対策等で、おもてなしの充

実、それから、そのために、いろいろな島の素材をつかった料理講習ですとか、そういう

ことを平成17年以来、ずっとやってまいりました。ツアーデスクや、今、東京に出してお

ります観光局等、対外的に小笠原のアピールをすると、そういうことにも手がけてまいっ

てきたつもりでございます。 
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  その中で、私の予測でございますが、その予測を受けて、そのとおりだなということから、

私の今後のあり方について考えたいと思っております。 

  今年度の予算につきましては、今、答弁したとおり、今までの延長線下にあります。何よ

りも大事なことは、観光に携わる方が、この現状をきちっと分析していただく。このこと

が肝要だと思っておりますので、先般、小笠原海運も来て、皆さんとの意見交換もさせて

いただきました。そういうところから共通の認識を持ちながら、これから改善すべきとこ

ろは改善していくという運びにしていかなければならないと、このように思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 確かにそうですね。改善しなければいけないことは、いけないんです

けれども、わかっていたと言われてしまうと大変がっかりいたします。世界自然遺産にな

ってから、わずか９カ月です。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私は、わかっていたと言ってはおりません。調査結果の中間発表を見

て、どういうふうに感じていたかということを問われましたので、ほぼ私の予測していた

とおりだなと申し上げたわけでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） わかりました。 

  それでは、こういう状況になった。わずか９カ月で落ちてしまった。実は、世界自然遺産

になってから、これからやっと車輪が回り始めて、いい方向に向かう動きが出たのかなと

思いきや、実は、９カ月で、その動きというのは坂を下っていく始まりだったというのが、

今回のマーケティング調査の報告ではないかと。観光事業者の皆さんも、大変な危機感を

持っております。こういう刻々と状況が変わっていく、しかも、どちらかというと、ふた

をあけてみたら、悪い方向に変わっていくのではないかという現状で、来年度予算は確定

して、やることは大体スタートしていくわけですけれども、柔軟な対応、なおかつ、スピ

ーディーな対応が求められると思いますけれども、村長、どのようにこのような状況に対

応していくのか、お考えをお示しください。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まさに柔軟な対応が求められると、そういうふうに思います。 

  それから、数字の落ち込みというのは、がくっと落ちているわけではございませんので、

それぞれのところをよく分析しなければいけないと思います。その中で、特に数字の落ち
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ているところ、やはり、これは、アクセスに関するところというのは大変厳しい結果が出

ています。 

  ですから、私が申し上げたいのは、観光に携わる皆様と、その厳しさを共通の認識を持っ

て解決策を模索するということに尽きると思います。行政がすべてのことをできるわけで

はございませんので、直接、お客様に接する皆様に、それぞれの分野で努力をしていただ

かなければいけないと思っています。そのコーディネート役をするのが私たちの役目では

ないかと、このように考えているところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 総括ということですので、全体を通した感じを質問したいと思います。 

  予算特別委員会ですから、平成24年度の１年間の村の行く末を左右する予算の審議という

ことです。そういう観点から、村長に３つばかり、お願いも含めましてお聞きしたいと思

います。 

  まず１つは、昨日、私も話をしましたけれども、母島におけるシロアリの発生に対して、

平成24年、１年をかけて、昨日、私が提示しましたような方法も含めて、やはり、勢力的

にぜひ活動していただきたい、動いていただきたいと。それが、まず１つです。 

  それと、私、今回、特に感じましたけれども、予算に関しては、その中に人事関係もあり

ます。人事となると、村長の専権事項もあります。 

  しかし、村長の専権事項であっても、すべて予算が伴ってきます。そういう部分に対して、

私は、執行部から議会に対しての説明不足が否めません。もっと前向きに問題提起してい

ただいて、議会に投げかけていただいて、やはり、もっと本格的に、村長がいつも言って

いる両輪という部分を考えれば、もうちょっと前向きに、ぜひ、議会にも呼びかけていた

だきたい、投げかけていただきたいと思います。 

  そして、もう一つは、せっかく予算委員会でいろいろな審議がされまして、意見も出ます。

そして、必要な意見に関しては、ぜひ、一歩ずつでもいいから着実に前進させていただき

たい。後退することなく、昨日より明日、そういう感じで、着実に約束したことを実行す

る、履行する、それを改めてお願いしたいと思います。 

  以上、３つについて、村長の考えをお聞きします。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 杉田委員からご質問の、まず、母島のシロアリの件についてご答弁さ

せていただきます。 
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  昨日も、ご答弁の中でお話をさせていただきましたが、今まで、私どもでは、まず、母島

にシロアリを持ち込まない、持ち込ませないということで、村は取り組んでまいりました。

残念ながら、ある工事の関係で、母島のほうにシロアリが発見され、最近は、元地のほう

でも見かけたということが出まして、早速、調査をしているところでございます。 

  担当方から、昨日の報告がありましたように、まず、調査をして、きちっとこれからも継

続してやっていく。そして、今までやってきた、持ち込まない、持ち込ませないというこ

とも徹底していくということと、あと、昨日、杉田委員からご指摘を受けました土壌のそ

れぞれの木造の住宅の皆さんに、そういう活用を広報していくと。そういうことをそれぞ

れの手を打ちながら、この問題についてはこれからも対処してまいりたいと、このように

考えております。 

  ２つ目の説明不足という点につきまして、少し私のお考えも披露させていただきたいと思

います。 

  杉田委員から両輪という話が出ました。まさに、我々執行部と議会は、村政運営の両輪で

ございます。その中に「一歩離れて二歩離れず」という言葉がございます。それは、お互

いの権能、執行部は執行部の権能、議会は議会の権能をわきまえた上で、きちっと行動し

なさいというふうに私は受けとっております。 

  その中で、説明不足ということがお互いの権能を尊重してのことか、それでもまだ足りな

いということであるとしたら、説明不足という点については、これから執行部の中で各課

長にも指示してまいりたいと、このように考えているところでございます。 

  また、議会での意見を受けて、着実に物を進めてもらいたいということは、まさにそのと

おりでございます。今回、本予算案も皆様に認めていただけるならば、当然のことながら、

ここでいただいた、それぞれのご意見を念頭に置きながら執行に当たっていきたいと、こ

のように考えているところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） ２点目の説明不足の件に関して、村長は、権能を踏まえた云々という

話がありましたけれども、私が言うのは、そういうことではなくて、あくまでも両輪とい

うのをするのであれば、今、８人の議員がいますけれども、投げかけた場合、多分、受け

とり方は８人それぞれ違うと思うのです。 

  しかし、終着駅は同じところを目指さなければなりません。そういった中で、無駄な混乱

を議会の中に招くことがないように私は、そういう説明をしていただきたいと。権能云々
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とか、そういう部分ではなくて、もうちょっと議会がスムーズに動くようにするのも、私

は村長の役目でもあると思います。そういう意味で、本当の意味の両輪という、まだそこ

まで私は至っていない感じを受けるので、あえて、この話をしました。権能云々ではなく

て、やはり、あくまでも、執行部、議会が一致団結して、いい村政運営をできる方向に行

けるような形の努力をお願いしたいと、こういうことです。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私の答弁が言葉足らずだったかもしれません。私も、今、杉田委員が

おっしゃっているとおりのことを思っています。全くそのとおりでございます。そういう

つもりでお答えしたつもりでございますが、権能云々と申し上げましたのは、そのことを

きちっとわきまえた上、踏まえた上で、説明不足のところがあれば、きちっと説明をさせ

て前へ進めていきたいということを申し上げたつもりでございますので、どうぞ、ご理解

のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 総括質疑ということで、意見の開陳もあるでしょうけれども、全体を

見ると、かなり絞った予算をつくってくれたのだなという印象を持っております。だから、

各事業については、これから執行されるほうが、相当努力が要るのだろうなというふうに

思っております。 

  その中で、１つは、診療所の運営についてですが、予算的にはかなり絞った形態で、一般

財源のほうも相当圧縮されて、財源構成を見ても、一般財源は2,000万円ぐらい少なくなっ

ていたのかな。そんな中で、スタートした父島の診療所の運営について、ご不安がないの

かどうか。ないから、こういう予算を組んでいらっしゃるんでしょうけれども、課題があ

るならば、ここで披瀝していただき、また、将来の展望とかも聞いていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○委員長（稲垣 勇君） 医療課長、樋口君。 

○医療課長（樋口 博君） 複合施設という形で医療と介護をセットで、今は２つとも開設で

きたわけですが、細かい課題はさておき、今、財源的なお話もございましたが、ようやく

平成24年度予算の編成に当たって、実際に、ほぼ１年、有料老人ホームも診療所も新しい

運営をした実績を踏まえた上で、初めて予算組みが今回できたと。平成23年度の予算とい

う意味では、見込みの部分がかなり多くございましたので、必然的に財源的に絞られたと

いう要素と、やり方を工夫するですとか、自助努力の部分で削れるところは削ったという
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結果になっていると、私ども思っております。 

  ただ、それでいいかどうかというのは、今後の課題に繋がるのですが、今の診療所運営あ

るいは村民の方への医療の提供という観点でいったときに、まだ村民の方の負担を減らせ

る、あるいは、もっと利便性のいい形で医療を提供できる。いろいろな視点で見たときに、

大きな課題が幾つかあると感じております。 

  光ケーブル敷設に伴う遠隔医療の可能性、可能性という部分で今は捉えていますが、これ

を実現する方策はないのかどうか、そういった模索も国土交通省と、あるいはＪＡＸＡと

実験を通しながら、これが実現できれば村民の方の利便性はかなり高まる。検査のためだ

けに内地に行かなくてもいいということも、場合によっては可能になる。 

  そういった意味では、時代の背景をきちんと踏まえながら、村民の方々に提供できる医療

の質を高めていく、利便性を高めていく。そういう観点で、いろいろな課題をとらえてい

きたいと。 

  現実的な課題は、多々あります。人材の確保の難しさ、そういったもの、もろもろありま

すが、それはそれで個別に根強く対処して解決していかなければいけない課題だというふ

うに思っておりますが、トータルで、いろいろな状況の中で提供できる医療の質、それか

ら幅を広げていくのが大きな課題だというふうに感じております。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 離島で暮らす者にとって、やはり、医療というのが一番心配事であっ

て、アンケートをとっても、みんな病気とか、診療所がちゃんとしているのが安心だとか、

そういうことはありますから、どうか住民に対する医療サービスはどんどん拡充していっ

ていただきたいというふうに思います。予算は絞られているのですけれども、十分やって

いけるということで安心しました。 

  また、この予算委員会が最後になりますので、場違いではございますが、村長と話をした

いと思います。 

  震災があって１年、今日も、村長も小学校の卒業式のときの式辞でもいろいろお話しされ

ていましたが、震災瓦れきを各都道府県で何とかしてくれと、やっと国が腰を上げて少し

動き出した。瓦れきの処理なくして復興はないという中で、小笠原村でも何か１つそれに

協力できることはないだろうかと常々考えていたのですが、先だって、防衛の協力もあり

まして、マーカス島（南鳥島）に行かせていただきました。あそこに港湾整備をするとか、

沖ノ鳥島に港湾整備をするとか、そういう計画がされておりますので、いろいろ課題はご
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ざいましょうけれども、小笠原村からそういうところに港湾整備の中で使っていただくと

か、そういう処理に何か協力できることがないだろうかというふうなことを考えておりま

して、村長のお考えをお聞きしながら、調整しながらやっていきたいなというふうに思っ

ております。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今回の議会の中で、まず、一般質問の中で、高橋委員から率直な村長

の思いを聞かせてくれという質問をいただきました。私としては、率直に答弁させていた

だきました。特に、陸前高田市を見た後でしたので、本当に何とかお役に立ちたい。その

ことは、全く一緒でございます。 

  しかしながら、うちの置かれた状況の中から、具体的に何かお話ということは難しい。 

  それから、今、各地を見てみますと、受け入れはしたいのだけれども、子供の将来が心配

だとか、その辺の不安というのは、国がしっかりした安全基準ですとか数値を示してこな

かったために不信感が出ている。そういう中で、ようやく国も環境大臣をはじめ、みんな

が動き始めて、そういう数値も出し、各地にお願いの挨拶にも行っているようです。 

  今般、幾つかのところが受け入れを表明しました。それは、ほとんど議会で議決しており

ます。今いただいた具体的な提案が果たして可能かどうかわかりませんが、私としては、

ぜひ、議会の皆様の中でも、そのような具体的な議論をしていただきまして、議会の中で

も、それを決議していただくということ、私どもと相談の上で、そういう何かできること

があれば、それにこしたことはないんじゃないかなと、このように思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 片股敬昌副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 今回の定例会の中で私が一番感じましたのは、やはり、小笠原村

に限らず、全国的に高齢化が非常に進んでいる。そういう中で、財政がますますこれから

大変になっていくんだろうなという思いがしております。 

  最近まで忘れていました孤独死であるとか、孤立死という言葉が、最近また出てきました。

介護する人が倒れてしまうと、介護されていた人も一緒に亡くなってしまうというような

ことも報告されています。小笠原は、この問題も非常に目を離せない、気をつけていかな

ければならない問題だというふうに思います。 

  先ほど、池田委員からも話がありましたけれども、福島の子供たちが、今、あちこちのと

ころで避難生活をしているわけですけれども、放射能を受けた子供だということで、言わ

れなき差別と偏見でいじめを受けているということが報告されております。 
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  今回、実は一般質問の中で取り上げたいと思っていたことが、そして、子供たちをこの島

で受け入れることができないのだろうか。いわゆる島留学のようなことを提案したことが

あるのですけれども、なかなか現実的に難しいのだというお返事で、今回、断念したとい

いますか、継続的にこれからも考えていきたいと思っているところです。 

  私から見ますと、この議事堂にいる皆さんは、私はエリート集団だと思っています。小笠

原村民が唯一、頼りにしている皆さんだと思いますので、これから村長を中心にして、ま

すます頑張っていただきたいと思っております。 

  答弁は結構です。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） 総括の質疑に入る前に、何回か、この委員会の中でも、また、私の一

般質問の中でも取り上げました扇浦の分譲地、及び私は住宅不足というか、住宅問題です

ね。住宅困窮者のことで有効に住宅を使うということに関心がありまして、それを取り上

げたわけですけれども、昨日も、やはり、委員会の中で扇浦の問題、これは３年も４年も

たっているというようなことで、いろいろ今年度中にまとめたいというふうにおっしゃっ

ていますが、扇浦のところに宅地規定というものがきっとあると思いますので、それに沿

うかどうかわかりませんが、住宅不足で、何か村営住宅的なものだとか、あるいは、売却

が可能であればいいのですが、以前は、もっと戸建てを増やすという住宅の予定があった

かと思うのですけれども、要するに、村営住宅的な考え方というのは、一応、今回の解決、

改善の中に加えることは可能ですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 扇浦のことを全体の住宅政策という中には、非常にピンポイントなこ

とでございまして、今、鯰江委員がご質問なさった抜本的な住宅問題というのは、今の小

笠原都営住宅の問題に、まず行きつくのだと思います。この議論は、返還後40年以上たっ

て、小笠原住宅の意味をよくわかっている人も本当に少なくなりました。ただの都営住宅

と思っている方が物すごく多いのです。 

  まず、大勢をお入れすることができるということからは、この建て替えですとか、こうい

うことを考える枠の中で、扇浦の分譲地がいかにそこに補完するものができるかどうかと

いう議論にしませんと、成り立たないものだと、私は思っています。 

  昨日も分譲地のことでお話ししましたが、あそこは、分譲するときに、あそこの分譲地だ

けは、アパートだとか、それはだめという形での分譲になっておりますので、そういう整
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理整頓ですが、あそこを住宅政策の１つとして考えるというときには、全体の枠組みの中

で、どれだけ補完ができるかという発想をしなければいけないと思っておりますので、今

のご質問に単刀直入にお答えするとしたら、なかなか難しいというお答えになろうかと思

います。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） 民間出身の私にしてみれば、すぐに転用というか、目的をぱっと変え

るというようなことは、生きていくために、やむを得ず、やるということなので、ちょっ

と考え方として、そういうものを持ちましたが、当然現在も住んでおられる方もいるわけ

ですから、何はともあれ、次もまた戸建ての分譲地の施策を村長のほうでまた進めていた

だく上にも、ぜひとも、早く売却というようなことを検討して努力していただきたいと思

います。 

  それでは、総括ということで、財政課長、小笠原の現在の状況というのは、また、昨日、

見通しのポイント、パーセントでお聞きしましたよね。将来負担比率でしたっけ。そうい

うものを、はっきり一言で、現在は、小笠原村はどういう状況なのですか。簡単でいいで

す。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 現在におきましては、幸いなことに、国の臨時交付金、東京都の

総合交付金、さまざまな財源をいただきまして、現在のところは、まだ健全な状態でござ

います。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） そうすると、よく危険だというか、危機というか、当然、無駄遣いは

だめに決まっているわけですけれども、何かそういうような発言が二、三出てきているか

と思うのですが、そういう懸念はないということでいいのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） そういうことではございませんで、従前から申し上げましたよう

に、人件費面では定数を30名増やしました。複合施設の関係では、経常的な経費が２億円

程度増えております。これらがこれから簡易水道、浄水場も含めまして、いろいろな形で

多大な財政負担の施設建設があります。こういうものが、また後年度に大きな負担になっ

てくる部分がございますので、現在は、まだ健全でございますが、これから５年先につい

ては、かなり危険な推計に入ってくる。さらに、このままの状態を続けると、10年先には、
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要するに、財政債権に陥りかねない状況にあるということは確かでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） 昨日、財政課長が将来負担比率を平成22年3.2％、平成23年からマイ

ナスゼロ、平成27年で2.2％ということで、その先というのは、現在は出ていないのですか。

今、課長が言ったのは５年以降、ちょっとどうなるかというような見通しですよね。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 振興開発計画が平成25年度までで、一応、今回の計画が終了にな

ります。平成26年度以降は、また新たな計画になりますし、村の総合計画も同様に、平成

26年度からの新たな計画をつくらなければなりません。その辺の見通しがまだついており

ませんので、それから先、先ほど申しましたように、平成27年度からもっと先については、

数字はちょっと想定が難しいということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） いずれにしても、現在、いいということで、3.11のような小笠原に恐

ろしい災害とか、みんな流れてしまったみたいなことがなくて、このまま行けば、まだ三、

四年の間に猶予をいろいろできるということですよね。 

  実は、私、議員になって、基金、当時、たしか私は15億円か、その辺だったかと記憶して

いるんです。 

  昨日の基金の合計が約20億円弱ということで、歴代の財政課長が上手な貯金の方法を知っ

ているのか、どんどんため込んでいるような感じがしているのですけれども、その辺のと

ころというのは、きちっと計画を持って、何年度までに何億円にするというようなものは

あるのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 歴代で、それぞれの基金について目標額というのは概ね定めてお

ります。 

  ただ、先ほど申しましたように、これからかなり厳しい時代が来る。そのために、もっと

基金を積み増ししておかないと対応できなくなる可能性があるということで、現在も、当

初の計画よりは、さらに先、増やすような積み立てを心がけております。 

○委員長（稲垣 勇君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） ぜひ、よろしくお願いいたします。 

  お金は物すごく大事ですから、前財政課長、そして、現財政課長、また、次、どなたがや
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られるかわかりませんが、強い小笠原をぜひ目指してやっていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 私のほうからは、総括ということで、各会計にまたがる３つのテーマ

をやりたいと思います。 

  １つ目が、総合行政システムについてであります。 

  まず１つお聞きしたいのは、この総合行政システムは、各会計で予算が計上されていまし

たけれども、全体で足すと、およそで構いません、大体幾らぐらいになりますでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 総合行政システムと申しますのは、住民基本台帳のシステムを核

にしまして、税の関係であるとか、あるいは国民健康保険であるとか、そのほかのオプシ

ョンが組み合わさったシステムでございますので、実は、総合行政システムのほかに、財

務会計システムとか、あるいは人事給与システムとか、水道の関係はまた別のシステムが

ございますので、それは別にして、総合行政システムだけですと、平成24年度の予算上は、

年間4,200万円ほどになるかというふうに思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） この4,200万円の総合行政システムですけれども、今は、小笠原村単

独でやっているかと思います。これを伊豆諸島、小笠原が一体となって一部事務組合のほ

うで一括してやってもらえれば、もっともっと総合行政システムが安くなると思うのです

けれども、その辺の伊豆諸島との調整とか、何かそういうお話というのはないんでしょう

か。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課副参事、鈴木君。 

○総務課副参事（鈴木敏之君） 昨年度、海底光ケーブルが開通いたしまして、今後、小笠原

村も東京都のほうの共同運営事業に参入していきます。その中で、どこが言い出しっぺに

なるかというのはわからないのですが、そういった伊豆諸島と一緒になってやっていけば、

経費削減につながるというふうに自分も思っておりますので、そういった部分で進めてい

きたいと思っております。 

  ただ、今、東京都の情報システム部等にそういったお話を持っていっているのですが、ど

うもほかの島々の方が乗り気ではないというところで、これから、本当にだれがリーダー

シップをとっていくかというところで、議員の皆様、あと、うちの村長等で、そういう島
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の集まりの中で、そういったことを提言していただければと思っております。 

  何しろ、伝送路に関しては、今、もう繋がっておりますので、そういった部分はできるか

と思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 今、大変有益な答弁を聞けたと思うのですけれども、システム上はで

きるということで、ほかの伊豆諸島との調整をという部分で、村長にお聞きしたいのです

けれども、そうすると、各伊豆諸島との調整を、議会も含めてですけれども、小笠原村が

リーダーシップをとってみんなで一緒にやりましょうと言えば、この4,200万円が10分の１

ぐらいの経費になるのかなと。そこまではならないですかね。割安になることは確実だと

思うのですけれども、その点、村長はいかがですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 一木委員の発想は、まさにそのとおりですが、うちも、ようやく光ケ

ーブルが繋がりましたが、各島で置かれた条件というのが違うわけです。 

  かつても、これに類似した話がありまして、一部事務組合のほうで島嶼会館の中にサーバ

ーを置いてみんなで使おうではないかというようなこともあったのですが、それが各島が

同じ条件下にないということで、それができなかった。うちは、光ケーブルが繋がりまし

たけれども、まだ他の島の中には、そういう整備が済んでいないところもあります。 

  ですから、こういうことは、はっきり言って、同じ条件が各島で揃いませんと、なかなか

ですね。それから、国の指導がありますので、それを待てないで、各島、随時、導入する

というような経緯があります。ここが現実的なところでございまして、効率か、非効率か

という話で言えば、本当に非効率だなという話ではございますが、そういう現実にあると

いうことをご理解いただきたいと思うところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） わかりました。 

  各島の条件が違うということなので、各島との話の中で、今後、決めていっていただけれ

ばと思いますが、前向きにやっていってもらえればと思っております。 

  次に、２点目です。これも各会計にまたがるのですけれども、非常勤職員があちこちの会

計で見られるのですが、その中で、今回、専門委員を設置したり、前にも設置されていま

したけれども、徴税の方の非常勤の職ということも、また復活しました。 

  そこで、１つ気になるのですが、非常勤職員といいますと特別職に当たります。副村長に
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お聞きしたいのですが、特別職といいますと、地方公務員法は、特別職には適用しないと

いうふうに書かれております。それは、つまり、職員であっても、議員に立候補すること

だってできるし、政治活動もできるし、アルバイトもできるという法律の中の位置づけに

なると思うのですが、常勤に近い職員を今後雇うに当たって、その辺の整理というのは、

どのようにしたらいいのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 副村長、石田君。 

○副村長（石田和彦君） 地方公務員法上の特別職というのは、さまざまな活動が許されてお

ります。公務員と違いまして、法の縛りがない。職務専念の義務はもちろんありますけれ

ども、それ以外の任務については免除されております。 

  ただ、今後、要するに、秘密保持の観点だとか、さまざまな観点から、やはり、職制につ

いて、きちんと抑えていく必要があろうかと思います。 

  ただ、法の改正まで、我々のほうで求めるわけには、なかなかいかないところがあります

けれども、職務の中で、やはり、秘密保持の観点、そういうことについての忠実の考えを

きちんと励行してもらうような指導、それから、話し合いを進めていきたいというふうに

思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 特別職というのは、一応、地方公務員に当たります。その中で、ただ、

いろいろな特別職になると、一般職とはちょっと違う面が出てきますので、これは、うち

の村だけではなくて、全国的な課題になっていますので、全国な事例を見ながら、ちゃん

とした対応をしていただければと思っております。 

  次に、３点目になりますけれども、給与のことでございます。これも各会計にまたがる話

です。 

  先般の議会の新規条例で、特殊勤務手当が条例化されたことは非常に高く評価をします。 

  その中で、私は、下げろ、下げろと、給与をカットしろということだけではなくて、上げ

ろということも言っております。もしくは、新しい特殊勤務手当を作ったほうがいいとい

うことも言っています。 

  これも副村長にお聞きしたいのですけれども、以前に、硫黄島勤務に対しては、私は、特

殊勤務手当をつけたほうがいいということを言っているのですけれども、その辺の検討は

いかがですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 副村長、石田君。 
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○副村長（石田和彦君） ただいまの質問にお答えします。 

  硫黄島につきましては、常駐勤務の体制が小笠原村の中にはありません。これまで硫黄島

に行く場合には出張対応ということで、出張手当の中でカバーしております。特別勤務手

当、もしくは特殊勤務手当というところでの検討は、今現在はしておりません。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 硫黄島に行く際に、標識をつけて乗らなくてはいけなかったり、あと、

前回、我々が行ったマーカス島（南鳥島）も、私は調べて驚いたのですけれども、標準の

離着陸の滑走路は1,500メートルですが、そこを我々が乗った飛行機のＣ１３０は、1,270

メートルの滑走路で降りると。南鳥島でも、硫黄島でも危険な思いをして、行かなくては

いけないということもあります。ある意味、危険手当的な部分で、そういう特殊勤務手当

という考え方もあるのかなというふうに思っているのですが、その辺はいかがですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 副村長、石田君。 

○副村長（石田和彦君） 確かに、タグをつけまして、遭難事故があった場合の身元、身分の

確定をするということでの危険はあろうかと思います。 

  ただ、それをすべて特殊勤務という形で行うかどうかについては、まだ議論をしておりま

せん。今の段階では、危険を伴う場合も含めまして、旅費規程の中でそれぞれマーカス島

（南鳥島）にしろ、硫黄島にしろ、出張するという対応をしておりますので、今後の課題

ではあるかもしれませんけれども、今現在は、その検討はなされていないというのが実情

です。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美議長。 

○議長（佐々木幸美君） 委員ではないですけれども、一言。 

  私は、最近、小笠原が非常に住みづらい、住みにくい島になっていると、常々考えている

のです。それは、最近、特にいろいろな問題がアクセスの部分で出まして、今朝も、島の

人がこっちに帰ってきたいのだけれども、乗れなくて帰れないと。清瀬に住んでいる人で

すけれども、１便逃すというような状況を聞いています。 

  それで、先般も、父島母島間の問題で、ははじま丸のちょっと手違いで、乗った方が倍の

料金をとられたという話もしていますし、内地に行くのに非常に不便になってきていると。

こんな住みにくい島になぜなったのだろうということで、世界自然遺産に対する負の部分

がかなり出てきているのです。 

  予算的には、そういう世界自然遺産の予算が非常についていますけれども、先日も、テレ
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ビでも出ていますし、新聞にもありますけれども、母島で貴重な固有種が100本近く折られ

たという部分も、何十年来、今までかつてなかったわけです。世界自然遺産になってお客

さんが増えて、それに対する反発なのか、それは意味はわかりませんけれども、そういう

負の部分が非常に多く出てきている。それは、村民の中にもあるわけです。確かに、恩恵

を受けている人は数多くいます。ただ、恩恵を受けていない人も、また数多くいると思う

のです。 

  そういう部分で、村がこういう形でしっかりと、やはり、余り喜んでばかりいないで、負

の部分も考えて、これから対応していかないと、お客さんもそうだし、住んでいる方も非

常にこれからの不安が募ってくると思うんです。 

  そういう面で、今度、村としても、いろいろな問題が出てくると思うのですけれども、村

長に、その辺のところを、やはり、世界自然遺産になったからといって、余り喜んでばか

りいないで、そういう負の部分もしっかりと考えて、村で捉えていきたいと。 

  また、ハードの面ですけれども、浄水場が30億円かかるという話を聞いていますけれども、

それによって、他の予算がみんな出てこないわけです。 

  村長は、私が前に言ったときに、この５年間の最後に、母島の保育園の問題について、村

民会館の建て替えについて、芽出しをするという話もはっきり言っております。それも、

こういう浄水場のも、全部予算がそっちに行ってしまって、なかなかそこに入り込めない

というような状況が起きています。 

  そういう面で、浄水場が高台に上がるというのではないですよね。でも、浄水場だけ残っ

ても、まち全体は何にもならないですよ。悪いということはないのですけれども、そうい

うことで、やはり、もうちょっと、そういう面も踏まえて、身近なことからやっていかな

いと、本当に住みづらい島になってしまうと思います。 

  私も、テレビで見たし、過去何十年、こういう問題は起きていなかったのですけれども、

そういう問題が、やはり、表面化してくるということも、今後、村もしっかり考えていた

だきたいと、このように思って、私は委員ではないですけれども、感じたことを２点、話

させてもらいました。村長、一言、それについて、しっかりした考え方をいただければと

思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私は、世界自然遺産登録に向けて歩んできたときに、各関係機関とも

村民の皆さんの生活の部分の確保ということは協議をしてまいりました。例えば、今まで



－１１１－ 

山菜とりに行けたところも行けなくなるとか、漁業者や農業者が今までやっていたことが

著しく難しくなるとか、そういうことのないように、各関係機関も皆さんとの協議をしっ

かり積んでやっていただけるように、そのコーディネート役を村としてはやってきたつも

りでございます。 

  今ご指摘をいただいたいたずらの件も、本当に困った話です。これだけ人が多くなると、

いろいろな方が来るのではないかと予想はしていたものの、本当に困ったものだと思って

います。 

  そういう中で、こういう事象が起きたときに、どう対処していくのかということが、これ

また大事だと思っておりまして、関係機関とも、このことをよくやっていきたい。特に、

住民生活の足の部分については、今までも船会社、運行会社にいろいろ話をしてきたつも

りですが、具体的に、おがさわら丸がいるときに、ははじま丸の問題でもいろいろな不便

さが起きています。もし、今回、議長がおっしゃったように、船に乗れなかったようなこ

とがあったら、ぜひ、議会の皆さんも、具体的に村のほうに教えていただきたいと思うの

です。私は、そういうことのないようにということを船会社にも言ってきましたので、そ

ういう事象があるとしたら、それは、とてもとても村民生活に支障があるということです

ので、お願いいたします。 

  そういうことについて、これからも村民の皆さんの生活が、このことによってないがしろ

にされないような努力をしてまいりたいと思います。 

  もう１点、公共事業のお話が出ました。母島の村民会館の建て替えと同時に考えなければ

いけない保育園の問題については、次の計画の中で何とか芽出しをしたいというふうに考

えています。芽出しをしませんと、実際に計画にのっていきませんので。 

  今回、浄水場が当初の予想していた金額よりも大きくなったことも事実ではございますが、

防災計画も含め、全体の村の中での優先順位ということを、与えられた財源の中でいろい

ろ考えていかなければいけないということでございますので、その辺の悩みとか苦しみと

いうのも、ぜひ、ご理解をいただければと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 以上で総括質疑を終了します。 

  お諮りします。 

  これをもって平成24年度各会計予算案についての質疑を終了したいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

  よって、平成24年度各会計予算案についての質疑は、これをもって終了いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎意見の開陳 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、平成24年度各会計予算案について意見の開陳を行います。 

  まず、反対意見の発言を許します。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、賛成意見の発言を許します。 

  片股敬昌副委員長。 

○副委員長（片股敬昌君） 平成24年度小笠原村各会計予算（案）に賛成の立場から意見を述

べさせていただきます。 

  小笠原村の総合計画は、後期５カ年計画に入っており、残り２カ年となっております。こ

の間、計画の見直しを加えながら掲げてきた諸施策について着々と進めていると、まずは

評価いたします。 

  平成24年度予算は、厳しい財政状況の中、歳入の確保、経常経費削減等による歳出の抑制

を図るなど、引き続き財政健全化に取り組む一方で、総合計画の残りの課題への積極的な

取り組みがうかがえます。 

  一方では、老朽化、あるいは狭小のため、住民のニーズに十分応えられない施設も生じて

いることから、建て替え等を含め、十分検討していただきたいと思います。 

  また、宅地分譲事業につきましては、先延ばしすることなく、進展ある対策を講じるよう、

引き続き努力していただきたいと思います。 

  なお、実質公債費比率は上昇の兆しが見られるので、起債には慎重を期するよう申し添え、

賛成の立場からの意見といたします。 

○委員長（稲垣 勇君） これにて意見の開陳を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎採決 

○委員長（稲垣 勇君） お諮りします。 

  これより採決を行います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 
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  本委員会に付託された議案第11号から議案第19号までの平成24年度各会計予算案９件につ

いては一括して採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

  よって、本委員会に付託された予算案９件については一括して採決を行うことに決定いた

しました。 

  議案第11号から議案第19号までの平成24年度各会計予算案９件に賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（起立多数） 

○委員長（稲垣 勇君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎委員会審査報告書 

○委員長（稲垣 勇君） お諮りします。 

  当委員会審査報告書については、ただいま各委員の開陳されたご意見を正副委員長で取り

まとめることとし、正副委員長に一任させていただきたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、委員会審査報告書は正副委員長において取りまと

めることに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎村長発言 

○委員長（稲垣 勇君） この際、村長より発言を求められておりますので、これを許します。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 平成24年度各会計予算案につきまして、本特別委員会で大変ご熱心な

議論をいただき、ご審議をいただいた上で、全会一致でご承認をいただきました。まこと

にありがとうございます。 

  この委員会を通しまして、多岐にわたり、委員の皆様からいろいろなご意見を頂戴いたし

ました。私を筆頭に、そのご意見を念頭に置きながら、この予算の執行に努めてまいりま

す。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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  発言の機会をいただきまして、ありがとうございました。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長の発言は終わりました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○委員長（稲垣 勇君） お諮りします。 

  本日の日程はすべて終了しましたので、本日の会議を閉じます。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を閉じます。 

  以上をもって平成24年度予算特別委員会を閉会いたします。 

  ご協力ありがとうございました。 

（午後３時２４分） 


